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第 598 回会長挨拶

まいりました。これには石井会員に運んで頂き
馬場会員と植竹会員と私の 4 人で寄贈してまい

棚澤 正行
皆さんこんばんは、今日は「クラブ協議会一
年を顧みて」です、発表の委員長さん宜しくお

りました。これは北口のエスカレーター手前の
柱の処に 2 つ設置されております。大変目立つ
ところでいい宣伝になると思います、熊谷駅を
ご利用の際は是非ご覧になっていただきたい

願いします。

と思います。

先週は移動例会にも拘らず、岡本委員長の仕
切りで 17 名の会員の皆様と 1 名の西 RC から

15 日の 2 時半に熊谷西高校へ当クラブの留
学生がお世話になったので馬場会員と寄贈し

の原口さんの MU でのご参加を頂き、大変盛大
にできたのではないかと思います。岡本委員長
有難うございました。

てまいりました。青少年交換留学の話もその時
教頭先生としてきましたので、高田エレクトに
検討して頂こうと考えています。

何か今年は日高屋さんの工場見学といい、移
動例会の方が MU も含めて沢山参加を頂けて
た気がします。
それと、中島会員に沢山の差し入れをして頂

その後富士見中へ向かいましたが、かなりの
歓待ぶりで、PTA 会長、校長先生をはじめ広報
の方たちも居て校内新聞に載せて頂けるそう
です。田島会員の御嬢さんの大谷さんも PTA

きご馳走様でした。奥様に宜しく御伝えくださ
い。

の役員として歓待してくれました。
遠藤パスト会長のおかげで、棚澤年度最後に
派手な寄付活動ができたことロータリーの友
情に感謝いたします。

先日の理事会で傘立てを会員の関係の学校
等に寄贈するという件ですが、6 月 7 日に中島
会員と吉岡小・中へ、2 個ずつ、馬場会員と中
島会員と一緒に桜木小へ 2 個寄贈してまいりま
した。桜木小の校長先生は「これで暫く子供た
ちが遊べます！」と喜んでおられました。

先週の金曜日に熊谷ＲＣへ、渡邊幹事、奥田
親睦委員長、石井会員、と私でＭＵにいってま
いりました。
あちらのメンバーの飯塚さんが「今日は何ん
で来たの？」と心配そうにたずねてきたので

続いて、9 日には岡部会員の養護施設の事務
長に 2 個寄贈させて頂き、11 日の 4 時半に馬

「上林会長と大島幹事にクリスマス合同例会
でお世話になったのでお礼に来ました。」
「お礼

場会員と石井会員と私の 3 人で東小へ 2 個寄贈
してまいりました。
そのあと 3 時半の約束で植竹会報・広報委員
長の口利きの、市のボランティア連合会の会議

参りではありません！」と答えておきました。
さすがに老舗のクラブだけあってそうそう
たるメンバーで、ここで熊谷の色々な事が「例
の件頼むよ！」「はい承知しました！」という
風に決まっていくのかな～と感じてきました。

をするところに 1 個寄贈する予定でしたが、市
は何かと手続きが難しいとの事なので急遽、熊
谷駅の小山駅長に話を通して頂き 2 個寄贈して

後残すところ引継ぎ例会１回と成りました。
一昨日もシンガーの方と GP の鶴の間で、ダン
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プ松本さんのマネージメントの小野寺さんと
TEL にて打ち合わせを奥田委員長としました。
思い出に残る楽しい例会になる予定ですの
で最後まで見届けていただけます様宜しくお
願いいたします。

幹

事

報

以

上

渡邊

藤男

一年を顧みて

会長

棚澤

正行

まず先にお礼を言っておきます。
今年度は会員の皆様に多大なご協力を頂き
有難うございました。

告

１． 地区より
＊ 2010－11 年度 第 1 回米山奨学部門セ
ミナー開催のご案内
＊ 第 2 回 会員増強セミナー開催日変更
のご案内
＊ 2010－11 年度 第 1 回社会奉仕部門セ
ミナー開催のご案内
２． 財）ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま１２４
３． 2010 年度（社）熊谷青年会議所より
＊ 植樹祭～いざ実践！いのちを育む、熊谷
の森づくり！～
開催のご案内
４． 熊谷市コミュニティづくり市民協議会
より
＊ コミュニティ活動実行賞等の推薦につ
いて（依頼）
５． 高城神社より
＊ 胎内くぐり（大祓式）のご案内

以上が届いております。

皆様も一緒に思い出して下さい！
７月の所信表明から始まり、岡部常任委員長
のご指導で納涼例会を終え
８月の第一週は川岸元会員によるＩＴ勉強
会、そして熊谷市長の卓話、更にＩＴコンサル
タントのビズコンサルタントジャパンの馬場
先生をお呼びしてのＩＴ企業戦略の勉強会、ま
るで合同例会の様でした。日高や行田工場への
職場訪問例会、これも沢山のＭＵに来ていただ
きました。
９月にはお金のかからない社会奉仕として
の献血例会、清水特別代表のロータリー卓話。
１０月にはガバナー公式訪問、待ちに待った
親睦旅行、これは東京恵比寿ＲＣへバスを乗り
付けてのＭＵで会員の皆様も良い刺激となっ
たと思います。特に渡邊幹事、屋形船では山口
副会長と岡部常任委員長がたのしそうでした
ね！
１１月は恒例のごみ拾いとムサシトミヨの
越夏調査への参加、金在根さんの米山奨学生の
卓話、第５グループＩＭと続き、
12 月は、昨年の締めの５クラブ合同クリスマ
ス会という熊谷市のロータリアンが集結する
という大行事、打ち合わせは大変でしたが楽し
かったですね～
そして１月は新年例会から始まり警察署長
の卓話、これだけはＶＴＲがＮＧで録画できな
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かったのが残念でした。
２月に入り羽生ＲＣの小沢パスト会長によ

先日の熊谷ＲＣで上林会長が「もう一年やり
たい」と言って、前島エレクトが「俺はどうす

る盛和塾の卓話、坂本会員による目の卓話これ
は５日間かけて助手を使いご準備いただいた
ものでした。
３月には矢部会員による裁判員制度の卓話、

るんだ」、大島幹事が「ドライブと山歩きと言
う趣味を見つけたので幹事はやりません！」と
言ってました。
私は、
「ほぼ思うようにやらせて頂いたので、

通年行事の「千本桜の植樹」、これは埼玉新聞
とＴＶ熊谷が取材に来てくれました。そして大
野百樹先生をお呼びしての東ＲＣとの合同例
会、合同例会とは打ち合わせが大変なもので

留任はせずに高田新会長に引き継ぎます！」と
言ってきました。

す！
４月は地区大会が一番の行事でしたね、ムサ
シトミヨの夏越調査の大きな写真を投稿した

せていただいたと感じております。
会員の皆様ご指導ご鞭撻ご協力頂き、一年間
ほんとうにお世話になりました。

のですが目立たないところに展示されていた
のが残念でした。しかしその会場で米山奨学生
の金全花さんの代表挨拶には驚かされました。
そして小島敏男先生、本多平直先生と社会勉強
の卓話が続き、
５月には円照寺へのお祓い・会員増強祈願・
移動例会、
6 月に入り、先週の権田酒造への職場訪問移
動例会での酒蔵見学と利き酒大会と沢山の会
員の皆様のご参加で盛大に行えました。
移動例会の方が参加が多いという事は、企画
が良かったのではないかと思いあがらせて頂
いてます。
事業としては通年事業の他に、遠藤パスト会
長のおかげでお金を使わずに１５個の傘振り
器？の寄贈という派手な事業もできました。こ
れは、小・中学校・高校・熊谷駅とかなりの南
RC の広報活動となったと思います。植竹会員
に「ロータリーの友」、「ガバナー月信」、読売
新聞に投稿して頂く事になっております、宜し
くお願いします。
また新入会員は石井会員、中島会員、長谷川
会員、清水会員と４人もの仲間ができました。
これで 55.24 歳の平均年齢となります。

会長幹事共々このような立場を頂き、成長さ

有難うございました。
以

幹事

渡邊

上

藤男

一年を顧みて、今年度の南ロータリーのテーマ
として不況に負けないロータリアン、と言う事
でテーマを掲げておりました。
具体的な内容の中に、例会、各委員会活動、予
算立て等で無駄を省き、出来る所をスリム化す
ると有ります。
昨年までと大きく違う点は、例会案内をメール
に変えた点ではないでしょうか。
地区及び他クラブとの連絡等は、メール化して
おります。
事務局内の不用な紙も、何年か前から比較する
と、かなり減っております。
これから、ますますデジタル化が進んで行きま
す、南ロータリーもそれに対応して行かなけれ
ば、ならない状況だと思います、例会案内がメ
ールに変わった為事務局への返信等が以前よ
り、少ないと思います。
今年度の初めに、幹事の抱負として伝達はデジ
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タルで、会員とのコミニケーションはアナログ
で、と言いましたが、この一年つたない幹事の

会長エレクト

高田直樹

お願いもやな顔、一つせず、お引き受け頂きま
した真に感謝致します。
二つ目としましては、一年が終わった時に、有
難う御座いましたと心より言えるよう頑張り

今年度、棚澤会長の運営方針に沿うべく、会
長エレクトとしての責務を遂行して参りまし
た。
会長エレクトの責務としては、以下の項目が

ますでした，これも皆様のご協力が無ければ、
出来ません。
今年度の出席状況はここ何年間で、一番良いの
ではないでしょうか。

あります。
・ 「クラブ会長要覧」を読み、会長エレクト
セミナー（PETS）に備える。
・ クラブ理事会の一員として、理事会によっ

例会に出席して頂く事が、一番の南ロータリー
への協力でも有り、棚澤年度への協力ではない
かと思います、今年度も残す所、引継ぎ例会だ

て定められた責務の遂行。
・ 効果的なクラブ要素を指針として、クラブ
の長期目標を検討する。

けになりました。最後の例会ですので、多数の
ご出席をお願い致します
今年は皆様に有難う、御座いましたと言える、
一年になったと思います。

・
・
・
・

副会長

山口

茂

副会長として、会長に協力を、どれだけ出来
たかは不明ですが、少しでも役に立ったならば
幸いです。
会計としては、毎年の事ですが、上期、下期
の 2 回の会費納入に際し、毎年会費納入催促し
なければならないというのはいかがなものか
と、疑問を感じる 1 年でした。
会費納入は、会員としての義務として、次年
度より期間内に納入をお願いしたいと思いま
す。会計の仕事は、会費催促でなく、限られた
予算での熊谷南クラブの円滑な運営の為の予
算割りであり、適正使用の管理と思っておりま
す。
次年度はぜひ催促のない会費納入をして頂
きたいと考えています。

活動計画及び年次目標の設定。
クラブ及び地区指導者と協力する。
指導と奉仕プロジェクトの継続を維持する。
一貫した研修が定期的に行なわれるように

する。
以上の事柄を全て完了した訳ではなく、力不
幹
足による事もありますが、会長エレクトとして
1 年間務めて参りました。
棚澤年度では「不況に負けないロータリア
ン」のテーマの基で、予算のスリム化、会員増
強、移動例会、職場訪問等、従来の南クラブで
はなかった活動方法で、クラブ運営に於いて大
変な活性化をされたのではないかと思ってお
ります。
次年度に於きましても、今年度の活動もベー
スに熊谷南ロータリークラブのさらなる活性
化が図れますよう努めて参りたいと思います
ので、今年度と変わらぬ皆様のご理解、ご協力
をお願い申し上げます。
出席・ニコニコ委員会

委員長

高田直樹

ニコニコしている間に 1 年間が過ぎようとし
ており、今、大変慌てふためいております。
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棚澤年度、出席・ニコニコ委員会と致しまし
て「出席なくして会員相互の親睦、情報交換は

か心配な面もありましたけれども、どうしてど
うして月を追うごとに落ち着いて堂々として

ありえない」として、会員の皆様の出席催促を
基本として考え、各委員会との協力に於いて楽
しい例会運営を目指して参りました。
出席につきましては、3 月に中間報告しまし

来て、すぐにでも会長が出来そうな成長ぶりで
あります。ロータリーの役が人を育てる良い例
であります。

た通り、平均出席率が６０％台という安定した
出席率になっております。
月別の出席率は、１月が多く、プログラム別
では親睦例会、又、会員入会年数別では、入会

２． 何が何でも 30 人粘り強く会員増強
5 クラブ一緒のあの Xmas 家族会 300 人余り
が一緒に盛り上がったあの熱気、多くの会員を
有することがここのロータリーのパワーにな

3 年未満の新入会員の皆様の出席率が良いとい
う結果がでています。
そして、従来の移動例会は、出席率が大変難

るのであります。頭はすでに次年度に向け会員
増強に向いております。
先日、地区会員増強セミナーが開かれ、会員

しいというジレンマがありましたが、ここ数回
の夕刻移動例会では、大変出席率が良く、それ
ぞれ７０％近くの出席を頂き、これらの事から
プログラム、内容、時間等により、会員の皆様

を増やす 10 か条というものが報告されました。
1条 会長が先ず会員増強のやる気を起こ
す
2条 なるべく早い時期に会長が新入会員

にとって魅力ある例会を目指し、出席促進を図
れます様次年度に引き継いで参ります。

を入会させる
3 条以後ながくなりますので割愛します。今
年度なんとか 29 人、来年度は大台突破を願
いたく、皆さんの協力をお願いします。

クラブ管理運営委員長

岡部俊之
３．

今年度の活動計画を
１． 家族一緒に楽しめる「和」がある親睦活
動
２． 何が何でも 30 人粘り強く会員増強
３．

囲炉裏端風 IDM による各委員長の意思
疎通を図る

囲炉裏端風 IDM による各委員長さんと
の意思の疎通を図る
出席・ニコニコ委員長さん、プログラム委員

長さん、会報委員長さん、会員増強委員長さん、
それなりに実績のある委員長さんでクラブを
効果的に運営するための活動出来たかなと思
います。

と掲げてスタートをしたこの 1 年でありました。
1 年間御世話になりました。
１．

家族一緒に楽しめる「和」がある親睦活
動
家族一緒でなかったからこそ楽しめたあの

屋形船、ベストな企画ではなかったかなあと思
います。奥田親睦委員長さん最初のうちは誕生
日のお祝いの歌を忘れてしまったりといささ
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ロータリー財団委員長

馬場孝

島﨑委員長にお任せし、パーフェクトなくらい
に活動していただきました。

棚澤会長年度も早いもので一年が終わろう
としています、私が担当させていただきました
ロータリー財団委員会は、前期では 9 月 13 日
(日)に女性会館（嵐山町）で行なわれた第 1 回

また今年度は米山奨学生の金善花も迎え、島
﨑委員長にご指導いただき金善花も当クラブ
に直ぐになじんでいただきました。
島﨑委員長ありがとうございました。

ロータリー財団セミナーに棚澤会長と一緒に
出席しました。
こちらでは年次寄付、使途指定寄付（チャレ
ンジ寄付）、恒久寄付やさまざまなプログラム

最後になりますが会員皆様のご協力で無事
に財団委員会の一年を終えることができます。
ありがとうございました。

についてのレクチャーが行われました。
また 11 月の財団月間の 11 月 4 日(水)に国際
親善奨学生・愛 アルジャー（2008～09 メキシ

別件ですが遠藤パスト会長が寄贈された「傘

コ国立自治大学・哲学文学部留学）さんに帰国
報告の卓話をいただき、奨学生の活動を会員の
皆様にご理解いただいたと思います。
後期では 2 月 7 日(日)に女性会館（嵐山町）

のしずく取り台」を棚澤会長と一緒に桜木小学
校(2 台)、熊谷東小学校(2 台)、富士見中学校(2
台)、熊谷西高校(1 台)、熊谷駅(2 台)に寄贈して
まいりましたが、それぞれ喜んでいただき、富

で行なわれた第 2 回ロータリー財団セミナーに
高田会長エレクトと一緒に出席しました。
こちらではポリオ撲滅の歴史と各寄付の納
付状況について発表がありました。

士見中学校では根橋校長・教頭・PTA 会長・顧
問・PTA 本部役員が揃っており全体写真を撮っ
ていただき、学校新聞に載せるとのことでした。
また会長と中島会員で吉岡小学校(2 台)、吉岡

また国際親善奨学候補生の発表があり各候補
生が抱負を述べておりました。
第 1 回、第 2 回の財団セミナーの詳細は過去の
会報をご覧下さい。
寄付に関しましては、ベネファクターを棚澤

中学校(2 台)に寄贈。
また岡部パスト会長の事業所に寄贈いたしま
したので報告させていただきます。
今回の事業では棚澤会長の有終の美が飾れて
よかったです。
今回の経験を活かし、お金がかからなくても

会長、米山奨学金を島﨑委員長と岡部パスト会
長にお願いし、早くに払込を終えております。

喜んでいただける活動を次年度以降も検討し
ていただきたいと思います。

ありがとうございました。
ポールハリスフェローは新入会員の中島さ
んが引き受けていただきました。
ありがとうございました。
あと 1 名は私（馬場）がお受けいたしました。
寄付につきましては完納済みです。
米山につきましては実績もあり経験豊富な

本当に一年間ありがとうございました。

[テキストを入力してください]

棚澤正行会長・渡邊藤男幹事
先週は、権田酒造さんへの職場訪問移動例会
へ大勢の御参加頂き有難うございました。岡
本委員長仕切り有難うございました。本日の
クラブ協議会、「一年を省みて」の発表の委
員長さん宜しくお願いします。
馬場孝会員
本日はクラブ協議会で発表させていただき
ます。一年間財団でお世話になりました。
高田直樹会員
棚澤会長、渡邊幹事、一年間お疲れ様でした。
残すところ引継例会、今日も余裕で進めて下
さい。クラブ協議会宜しくお願い致します。

