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会長 高田 直樹 

 皆様、こんばんは。 

 皆様のおかげを持ちまして、新年度をスタートす

る事が出来ました。これまでの一年間、紆余曲折も

あり、本日の新年度を迎えることが出来まして、感

慨もひとしおでございます。改めて、ご協力いただ

きました全会員の皆様にお礼を申し上げます。    

 そして、本日は親クラブであります、熊谷東ロー

タリークラブより細川会長様を始め、大勢の皆様に

ご来訪いただきまして、誠にありがとうございます。

昼は私共が熊谷東ロータリークラブ様にお伺いいた

しまして、大変お世話になりましたが、今年度も宜

しくお願い致します。 

 さて、今日から事実上クラブ内での新しい組織で

の稼動が始まり、先程初めての理事会も滞りなく終

了いたしました。今年度はガバナー補佐選出クラブ

として、例年以上の活動が予想されますが、全会員

が一枚岩となって任務の遂行にあたって参りたいと

考えております。 

 また、今年度は地区への派遣が過去最大の4名と

なっており、地区との情報パイプがより強化されて

来ております。この様に現在熊谷南ロータリークラ

ブは、新たなクラブの活性化に向けて動き始めてお

り、全会員参加によるクラブ運営を目指して参りま

すので、皆様のご協力宜しくお願い致します。 

 

                                                                                                        

        

             幹事 植竹 知子 

１． 地区より 

＊ 加藤ガバナー事務所閉鎖のお知らせとお礼 

＊ 学友会ニュース第141号 

＊ 2009～2010年度日豪青年相互訪問団報告書 

＊ 学友会だよりVol.18 

２． ロータリー米山記念奨学会より 

＊ ２０１０年度上期普通寄付金のお願い他 

３． 熊谷東RCより 

＊ 絵画作品展来場のお礼 

４． 羽生RCより 

＊ 年度計画書 

５． 加須RCより 今年度計画書 

       以上が届いております。 

                  

社会奉仕部門セミナープログラムに参加 

職業・社会奉仕委員長 加藤博 

2010年7月3日（土）の13：30より東松山の紫

雲閣にて行なわれました。参加者は120人位でした。 

 ブライダル委員会、世界遺産登録推進委員会、ア

イバンク委員会の委員長の事業方針の説明がありま

した。その後グループ討議になり、私は世界遺産登

録推進を考えるテーマのグループに入り、話し合い

をもちました。 

 

  ◎◎◎◎        出 席 報出 席 報出 席 報出 席 報 告告告告    

           例会日 ７月７日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

２８  ２３   ５ ０ ８２％ 

 

 

 

：会長・幹事 就任挨拶   

新会長 ＊高田 直樹 

現在、世界は大きな変革の時期をむかえております。

今まで発展を遂げてきた経済社会の中での環境問題、

そして今まだ続く世界的経済不況など、人類の将来

を選択する大きな課題を抱えながら、進むべき道を

模索している状態であります。 

 この様な時代背景の中で、ロータリーの職業奉仕

の理念が大変重要とされる今日、それらの事業活動

を引き継いでいくと共に、更に促進を図り、この地

域において「私たちが今できる事」から始め、社会

奉仕そして国際奉仕へとクラブ奉仕活動に取り組ん

で参りたいと考えております。 

 今年度RI会長レイ・クリンギンスミスさんは「地

域を育み大陸をつなぐ」というテーマを掲げ、ロー

タリーの使命は地域社会を動かす中で、そのために

共通の目的に向かって結束し、奉仕活動に務める事

が必要であると述べられておられます。 

 そして、世界の子供達の育成のために、ポリオ撲

滅のために、世界をより良くするために、我々はロ

ータリーの責務を高める事が必要であると言われて

おります。 

会会会会            長長長長            挨挨挨挨            拶拶拶拶    

幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    

セ ミ ナ ー 報 告セ ミ ナ ー 報 告セ ミ ナ ー 報 告セ ミ ナ ー 報 告    

ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会    



 西川武重郎地区ガバナーも、現在社会の人と人と

の絆の薄い殺伐とした世界において、自己中心的な

考え方とは対極的にある、人のために役立ちたいと

いう「ロータリーの心」を大切にした「利他の心で

行動しよう」というテーマを基に地域社会に奉仕す

る行動を行ないたいと述べております。 

 今年度、熊谷南ロータリークラブの運営におきま

しても「私たちが今できる事」から始め、クラブ奉

仕活動を進めると共に、奉仕活動については、地域

において「今何が必要とされているか」今の時代に

おいて、「何を求めているか」をよく見極めて、継続

活動、継続事業を引き継ぎ、新たなクラブ活性化に

むけて活動して参ります。 

 また、今年度は澤田ガバナー補佐選出クラブとし

て、全会員参加によるクラブ運営を目指し、更なる

節目の年度 15 周年へと繋ぐにふさわしい年にした

いと考えてますので、会員の皆様のご協力をお願い

申し上げます。 

新幹事   植竹 知子 

2010〜2011 年度熊谷南 RC 高田年度幹事役になり

ました植竹です。1年間よろしくお願い致します。 

高田会長の補佐役ということで、今年度高田会長の

方針にのっとり、1 年間すごせればよいかと考えて

います。 

例会のやり方、案内の仕方等、会長のご意向で前期

と変わり心機一転で少し華やかになりました。また、

今年度高田会長は会員増強と IM の成功を上げてい

ます。皆様ご協力をお願い致します。 

また、例会時私が目標にしたいのは、会の運営に携

わっている皆様を何か1つほめようかと思っていま

す。さて今日は、本日昼、東RCのメイキャップに行

ってきました、そこでの細川新会長の挨拶さわやか

でした！ 

幹事報告での補足を3点 

①活動計画書、ミスがありましたら、1 ヶ月後にシ

ールにしますので、お申し出下さい。 

②詩歌の募集 

例会プログラムや様々な行事等、ロータリーライフ

の中で感じる思いを、和歌、短歌、俳句、川柳、五

行歌、自由歌、ジャンルは問いませんので、句にし

たためてご提出ください。会報に掲載します！引継

例会のアトラクションに詠みます！ぜひ一人一句は

遊び心でご協力くださいませ。川柳大歓迎!! 匿名可

です。 

③欠席の人のみFAX下さい 料理の都合上 

会長エレクト 島﨑次弘 

 高田年度に会長エレクトを仰せつかりました島﨑

です。よろしくお願いします。 

 今日は東クラブの皆様にもたくさんお越し頂いて

おりますが、皆さんもご存知のように、当南クラブ

は今から約13年前に東クラブさんの20周年記念事

業のひとつとして、特別代表の清水利夫様をはじめ

ここにいらっしゃる東クラブの皆様の熱意によって

作られた子クラブでございます。その当時、東クラ

ブの会長を私の父が務めさせて頂きましたので、父

から「今度子クラブを作ることになった。ロータリ

ークラブでは創立からのメンバーであるチャーター

メンバーは特別なものだからお前も入らないか。」と

誘われ、私もそんなもんかなあ？と深く考えもしな

いで入会をしました。しばらくはロータリアンとし

ての意識も薄かった私ですが、年を経るにつれて

様々な役を割り当てられるごとに意識も変わり、と

うとう私にも会長エレクトのお役目を頂くことにな

りました。 

 役者不足の私ではございますが、幸いこの一年間

高田さんと言う立派な会長の下で、高田さんの背中

を見ながら勉強させて頂けるのは大変有難いことで

す。 

高田年度もこれからガバナー公式訪問や様々な重要

行事が続きます。何より来年の2月には、澤田ガバ

ナー補佐選出クラブとして第5グループのＩＭを開

催するという大イベントを控えております。私も会

員の皆さんと一緒に澤田ガバナー補佐、高田会長、

植竹幹事を全力でサポートしていきたいと思ってお

ります。どうぞ一年間よろしくお願い致します。 

 

ニ コ ニコ BOX   

 

高田直樹会長・植竹知子幹事 

 皆様、こんばんは。お蔭様で新年度をスタートす

る事が出来ました。会長・幹事共々宜しくお願い

致します。そして、今日は親クラブの熊谷東 RC

より会長の細川末廣様をはじめ大勢の皆様にご来

訪いただきありがとうございます。親子のおつき

合い宜しくお願い致します。 

熊谷東RC 細川末廣様・高橋勤二様・清水利夫様・

井桁憲治様・中山康徳様・石井典男様・小川智様・

野澤正春様 

 熊谷南ロータリークラブ高田年度の出発をお喜び

申し上げます。本年度も合同例会等さまざまな場

面でよろしくお願い申し上げます。 

棚澤正行会員 

 熊谷東RCの皆様、ようこそ南RCへ。細川年度

の船出、心よりお祝い申し上げます。楽しんで行

って下さい。澤田ガバナー補佐JALのイベントお

疲れ様でした。高田会長、植竹幹事、高田年度の

船出心よりお祝い申し上げます。タスキ重いです

か？ 

澤田將信会員 

 お世話になります澤田です。本日熊谷東RC細川



会長高橋幹事、大変お世話になりました。高田会

長植竹幹事、1 年間がんばって下さい。また、第

5 グループガバナー補佐として南クラブの皆様に

はご協力をお願い申し上げます。 

佐川順一会員 

 高田直樹さん、新会長おめでとうございます。植

竹新幹事、よろしくサポートお願いします。又、

東クラブから細川新会長を始め、大勢の会員の皆

様においでいただきました。高田新執行部の栄え

ある門出を祝い、一句。 

「帆をはらみ 猛暑もいずこ 出航す」 

新井正一会員 

 高田年度のスタートおめでとうございます。一年

間よろしくお願いします。 

岡部俊之会員 

 高田丸の出港おめでとうございます。始まってし

まえばすぐ終わります。1 年は早いですよ。力を

抜いて頑張って下さい。熊谷東ロータリークラブ

の皆さんようこそ！今日は楽しんでいって下さい。 

山口茂会員 

 高田年度のスタート成功を祈ってます。清水特別

代表、細川会長、高橋幹事、東クラブの皆々様、

御来訪ありがとうございます。又、東クラブでは

突然の御指名ありがとうございました。金さんよ

うこそ。澤田ガバナー補佐ようこそおいで下さい

ました。御指導よろしくお願い致します。 

加藤博会員 

 清水特別代表ご来訪ありがとうございます。高田

新会長様植竹幹事様、今年度クラブのリーダーと

してよろしくお願い致します。棚澤前年度会長様

渡邊幹事様、1 年間ご苦労様でした。細川東クラ

ブ会長様、高橋幹事様、新年度よろしくお願い致

します。井桁前年度会長様、無事終了ご苦労様で

ございました。 

渡邊藤男会員 

 高田会長、植竹幹事ご就任おめでとうございます。

一年間宜しくお願い致します。 

馬場孝会員 

 高田会長、植竹幹事、高田年度のスタートおめで

とうございます。一年間よろしくお願い致します。

東クラブの細川会長はじめ清水特別代表、親クラ

ブの皆様ご来訪いただき、ありがとうございます。

歓迎申し上げます。細川会長にはお祭りでもお世

話になります。 

島﨑次弘会員 

 東クラブの皆様ようこそおいで下さいました。又、

昼間のメークアップでは大変お世話になりました。

ゆっくり楽しんで下さい。高田会長、植竹幹事い

よいよですね。順調なスタートおめでとうござい

ます。一年間よろしくお願いします。今日は七夕

です。織姫と彦星のように離れ離れにならないで

ね。 

李一孝会員 

 高田会長、植竹幹事、健康に注意され一年間頑張

って下さい。 

矢部喜明会員 

 高田会長、植竹幹事、一年間御指導よろしくお願

いします。 

親睦・ニコニコ委員会一同 

 高田会長・植竹幹事、一年よろしく御指導下さい。

今年度は、ニコニコボックス投函の発表を、委員

会の中で順番に行ないますので、よろしくお願い

致します。慣れるより、慣れろ 

 

 

 

 

 

 

 

  俳句俳句俳句俳句        

 

一、 大いに湧いたサッカー、ワールドカップ南アフリカ大

会、日本は戦前の予想を上回る大活躍を見せました。

結局,対パラグアイ戦で惜しくも PK 戦で敗れはしました

が、 

その奮闘ぶりは多くの国民の共感を得ました。 

そこで一句  

 

「「「「一億一億一億一億のののの            

                感涙感涙感涙感涙（（（（なみだなみだなみだなみだ））））がががが勝勝勝勝ちちちち点点点点        

                                                            我我我我がイレブンがイレブンがイレブンがイレブン」 

 

二、 高田会長年度に入り、当クラブも会員数３０までわず

か、今年こそは３０に達して 

   クルー一丸となって櫓を漕ぎたいものです。 

   そこで一句  

 

「三十三十三十三十のののの    漕漕漕漕ぎぎぎぎ手手手手をををを夢夢夢夢にににに    船出船出船出船出するするするする。。。。」 

 

三）上と同じ状況  

 

「「「「帆帆帆帆をはらみをはらみをはらみをはらみ    猛暑猛暑猛暑猛暑もいずこもいずこもいずこもいずこ    突突突突きききき進進進進めめめめ」」」」 

 

四）：：：：：：：： 

 

「雨上雨上雨上雨上がりがりがりがり    いざいざいざいざ出陣出陣出陣出陣のののの    意気高意気高意気高意気高しししし」 

                          

   以上 会報記録委員長 佐川 順一 

熊谷南熊谷南熊谷南熊谷南ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    
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