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第３１回（５９４回）会長挨拶
棚澤 正行
皆さんこんばんは、今日は嬉しい知らせです、
馬場会員の御紹介で新入会員として清水保人
さんをお迎えすることができました。この後入
会式と御挨拶をいただくことになっておりま
す。
これで、棚澤年度４名の増強となり、２９名
となりました。私もその一人ですが、チャータ
ーメンバー５０名で始まり、毎年何名かは入退
会をいるのですが、他クラブでも同様で退会さ
れる方の方が多く、高齢で亡くなった方もいて
現在の人数となりました。当クラブは何とか３
０名にして高田年度に繋げたいと考えており
ます。親クラブの東 RC さんは３４名だそうで
すが１名は退会するのが決まっているそうで
す。
５月２２日に岡本委員長と秩父にあるロー
タリーの森に草むしりに行ってきました。米山
奨学生の金善花さんにも手伝って頂き、朝１０
時から１時間半かけて綺麗にしてきました。因
みに写真で草刈前と草刈後を証拠写真で撮っ
てきましたので次回会報に載せたいと思いま
す。
今日は先週の次年度担当の地区協の報告の
続きと親睦例会です、親睦例会の時に金さんと
清水さんに、この２人のヒトトナリを知るため
に沢山質問してみてください。
予定が目白押しで、食事がお預けとなります
ので今回の会長挨拶はここまでとさせていた
だきます。
高田エレクト時間厳守でお願いします！
以 上

幹 事 報 告

渡邊

藤男

１． 地区より
＊ 2010−11 年度財団寄付に関する変更
＊ 6 月のロータリーレート 1 ドル＝92 円
＊ RYLA 報告書送付のご案内
２． ロータリー米山記念奨学会より
＊ ハイライトよねやま１２３
３． 熊谷暴力排除推進協議会より
＊ 平成 22 年度暴力排除推進協議会総会の
開催について
４． ロータリーの友事務所より
＊ 一般社団法人ロータリーの友事務所設
立のご挨拶
５． 熊谷西 RC より
＊設立 35 周年記念式典お礼状

以上が届いております。
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来年は担当クラブであり、ガバナー補佐も 10
クラブ対抗戦にしたいと考えております。皆様
方の協力をお願い致します。

地区協議会報告
2010〜2011 年度
地区協議会職業奉仕部門報告
渡邊

藤男

4 月 25 日（日）に職業奉仕部門の部会に、代
理出席して来ました。
始めに石川嘉彦（入間ＲＣ）アドバイザーより、
挨拶が有りました。
ＲＣは仲間作りと、職業奉仕、フエローシップ
とサービスである。
事業家の不始末が多くなっている、等の話し有
り。
その次に橋本正彦（朝霞ＲＣ）リーダーより
ロータリアン各自が業務を通じて社会奉仕せ
よ。
最も良く奉仕する者、最も多く報いられる、奉
仕とは=己を抑え、他人の事を考える事
利己と利他の調和。次年度西川ガバナーのテー
マ・・・利他の心で行動しよう。
と説明有り。
つずいて職業奉仕委員会より、次年度は各グル
ープごとに職業奉仕の勉強会を開催致します
と連絡あり、第 5 グループは 11 月を予定、場
所に付きましては各グループで決定して下さ
いとの事。
10 月は職業奉仕月間なので、例会のプログラム
に職業奉仕に付いての時間を取って下さいと
連絡有り。
職業分類表の作成・・・各クラブの分類表を提

出・・・7 月末日〆切・・・地区にて
適切な分類表を作成する。
平成 22 年度高校生社会体験活動への協力のお
願い・・・埼玉県教育局より職員 2 名により、
説明及びお願い。平成 21 年度は県下で 2031
名が就労体験をしている
平成 18 年より実施しており、中途退学者が減
少していると報告が有りました
第 5 グループの指定校は妻沼高校で実施日は 9
月 29 日〜10 月 5 日の 5 日間
平成 21 年度は 84 社申し込みが有り、その内Ｒ
Ｃの関連の企業が 6 社だそうです。

奉仕プロジェクト職業奉仕・社会奉仕委員会
副委員長 島﨑次弘
４月２５日（日）に埼玉工業大学で行われた
地区協議会の社会奉仕部門研修会に出席しま
した。
一時間半の研修会は、初めに越生毛呂ＲＣの
西沢孝夫社会奉仕部門委員長の開会の挨拶で
始まり、次に社会奉仕部門アドバイザーの鈴木
勲二パストガバナーの「社会奉仕事業につい
て」という基調講演があり、続いて社会奉仕部
門小委員会の事業について３人の各小委員長
のお話がありました。
まず鈴木勲二パストガバナーの講演の内容
を抜粋してお話しますと、
地区協議会とは次年度のクラブ運営を担う
リーダー達の勉強の場である。
これまでのＲＩ会長のテーマはロータリア
ン自身に訴えかけるテーマがほとんどだった
が、次年度のＲＩ会長のテーマ「地域を育み、
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大陸をつなぐ」は初めてロータリアン以外の人
にも向けたメッセージになっている。
そのＲＩ会長のメッセージの中でも私たち
ロータリアンは「奉仕」「親睦」「多様性」「高
潔性」「リーダーシップ」というロータリーの
中核となる価値観を分かち合う必要がある、と
いう言葉を抜粋して強調されていました。
他にも、次年度はご自身が所属の和光ＲＣで
社会奉仕委員長になるそうで、自分はこういう
社会奉仕活動をやりたいと思っていると、ご自
身が考えているプランをお話してくれました。
自ら持ち時間３０分とおっしゃりながらい
つものように熱弁になりまして、まだまだ話し
たりないという様子で急ぎ切り上げて講演を
終えました。
続きまして社会奉仕部門の各小委員長の発
表が１０分間ずつありました。
社会奉仕委員会の狭山中央ＲＣの田中八束委
員長からは２５７０地区内の社会奉仕事業の
一例として、鶴ヶ島・坂戸・坂戸さつき・日高・
川越西の５クラブが共同事業として行ってい
る「日光街道杉並木植樹事業」の説明がありま
した。
世界遺産登録推進委員会の吹上ＲＣの鈴木
秀憲委員長からは、現在２５７０地区では世界
遺産登録に「さきたま古墳群」、世界無形文化
遺産登録に「秩父祭」と二つのユネスコ世界遺
産登録を目標にして活動していると説明があ
り、鈴木委員長が吹上ＲＣ所属でありご自身も
関わっている「さきたま古墳群」の活動につい
てのお話がありました。内容は、すでに当クラ
ブにも来たキャラバン隊から聞いたものと同

じようだったので今日は省略しますが、最後に
この事業を行う目的として、「埼玉県は首都圏
の一角をなし都心からも近く便利で、位置的に
他の都道府県に比べて恵まれている。気候も暑
すぎず寒すぎず、自然災害も少ない。このよう
に恵まれているが故に地元意識は薄く郷土愛
も育たない。従って団結力や自治意識も低い。
いつだったか日本全国の都道府県で郷土愛に
ついての調査をやったそうですが、埼玉県の郷
土愛は上から４７番目だったそうです。全国４
７都道府県の中で４７番目、つまり一番ビリだ
ったわけです。鈴木委員長は「このような状況
下で、埼玉県名発祥の地のさきたま古墳群を世
界遺産登録するための努力は、郷土愛、地元意
識を醸成し、自治意識や団結力を育むことに大
変有効である。この事業をロータリーが率先し
て行い、地域全体の活性化を図ることができれ
ば、ロータリーの社会奉仕事業として大いに意
義あることと考える。」と力説しておられまし
た。
最後にアイバンク担当の日高ＲＣの花家孝
之さんからお話がありました。ロータリークラ
ブのアイバンクへの貢献度はまだまだ低く、い
っそうの理解と協力をお願いしたいと、花家さ
んの一生懸命さが伝わるお話でした。
さて、このあと質疑応答の時間の予定でした
が時間が押してしまい結局なしで終了しまし
た。全体的にそれぞれ時間足らずの感じで、当
日は次年度スタートの顔合わせと心構えの準
備の日だったようで、具体的な協議や提案は７
月３日（土）に開催予定の第一回社会奉仕部門
セミナーからスタートするのだと思います。
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新入会員の清水保人さん、ようこそ！よろし
くお願いします。

奥田副委員長
棚澤正行会長・渡邊藤男幹事
清水さんご入会おめでとうございます、これ
からのロータリアンとしての活動に期待し
ております。肩の力を抜いて頑張ってくださ
い！金さん、先日は当クラブの「枝垂れ梅」
の草むしりを手伝って頂き有難うございま
した。今日は楽しんで行ってください。
岡部俊之会員
清水保人様の入会おめでとうございます。私
のワイフも介護事業を営んでいます。末永く
お付き合いをよろしくお願いします。
佐川順一会員
米山奨学生、金善花さん、雨中、ようこそ。
また、新入会員、清水保人さん、ロータリー
での御活躍、期待しております。
馬場孝会員
こんばんは。清水保人さん、ご入会おめでと
うございます。本日からロータリーライフを
楽しみましょう。よろしく!!
高田直樹会員
皆さんこんばんは。米山奨学生、金善花さん
ようこそ熊谷南 RC へ。また新入会員の清水
保人さん、ご入会おめでとうございます。ロ
ータリーライフを楽しみましょう。
植竹知子会員
清水さん入会カンゲイ致します。金さん、よ
うこそ。次年度、活動計画書の写真新しくす
る方等お早めに入稿下さい。
石井一則会員

