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   会長 島﨑 次弘 

  皆さん今晩は。今日から島﨑年度のスタートで

す。宜しくお願い致します。東クラブの皆様、本日

昼の例会では私共を歓迎して頂き有難うございまし

た。また、こちらの例会にもたくさんの皆様にご来

訪頂き重ねて御礼申し上げます。ゆっくりと楽しん

で下さい。 

 さて、私の初めてのご挨拶ですが、このあとのク

ラブ協議会で時間を頂けることになっておりますの

で、ご挨拶とクラブ運営方針はその時にお話させて

頂き、今は例会に先がけて開催されました第一回目

の理事会で、年度初めの重要事項が協議されました

ので、その報告をさせて頂きます。 

 理事会は全メンバー出席のもと慎重なる審議を頂

きました。総括的事項では、まず全会員の組織表が

承認されました。続いて年会費が従来どおり半期１

３万円、年間２６万円で承認されました。暫定収支

予算書（案）で全体年間予算・各部門別（委員会別）

予算が上程され、おおむねご了解を頂きましたが、

まだ前年度を終えたばかりで高田年度の本決算が済

んでおりませんので、済み次第本予算に取り替えま

して８月の理事会で正式にご承認を頂きます。年間

プログラム予定もご審議を頂き、７月・８月のプロ

グラムと共にご承認を頂きました。また、活動計画

書については、６月の臨時年次総会の時、ＲＩ規定

審議会でクラブ定款の一部が変更になったことをお

知らせしましたが、その部分の訂正を説明して、ご

承認を頂きましたので、さっそく本日皆様のお手元

に配布させて頂きました。 

 また例会時間は通常例会が、食事６：３０から７：

００、例会７：００から８：００。月に一度の親睦

例会が例会７：００から８：００で例会中に食事と

前年度と同じで承認されております。服装について

は、７月・８月・９月はクールビズを取り入れてノ

ーネクタイでＯＫとなりましたが、あくまで不快感

を与えない範囲でお願いします。また、お客様をお

招きする例会は事前にお知らせしますので、お招き

する礼儀としてネクタイ着用となります。例会のテ

ーブルレイアウトについて、クラブ協議会や卓話の

時はスクール形式、懇親がメインの時は円卓とさせ

て頂きます。 

Ｎｏ．１ 

 

本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム    ７７７７月月月月１３１３１３１３日（水）日（水）日（水）日（水）    

クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会クラブ協議会    

会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告会 長 報 告    



 委員会事項では、各委員会別の地区開催セミナー

が順次ほぼ毎週ありますので、会長と各委員長ある

いは副委員長の出席で承認を頂いております。報告

事項は以上でございます。 

 

                                                                                                      

 

 

   幹事 奥田 尚幸 

１． 地区より 

 ＊ガバナーよりメッセージ 

 ＊地区分担金納入のお願い 

 ＊職業奉仕部門セミナー開催のご案内 

 ＊社会奉仕部門セミナー講演会のご案内 

２．ロータリー米山記念奨学会より 

 ＊2011年度上期普通寄付金のお願い 

３．立正大学より 

 ＊学園新聞 

     

     以上が届いております。 

 

 

 

  

 

初めての挨拶で緊張しています！  

 会長 島﨑 次弘 

あらためまして皆さん今晩は。 

本日お昼に私を含めて７名で東クラブさんにメイ

クアップにお邪魔しましたが、今度は何んとそれを

上回る８名というたくさんの東クラブの皆様にご来

訪を頂ました。さすがに親クラブ、そのパワーには

圧倒されます。 

今から１４年前、１９９７年の５月に東クラブさ

んの２０周年記念事業のひとつとしてそのパワーと

熱意を頂いて生まれたのがこの私たちのクラブです。

私たちのクラブも来年の５月にはお蔭様で１５周年

の節目の年を迎えることが出来ます。 

その節目の年に何をなすべきかを考えると、まず、

これまでのクラブの歴史を振り返り、ロータリーの

原点を見つめ直すことから始めたいと考えます。当

クラブは近年若い新入会員も増え、クラブの活性化

が図れる良い環境になりつつあります。その方達に

これまでのクラブの歴史と功績を理解して頂くため

に、歴代パスト会長全員に卓話をお願いします。前

半のプログラムは、地区の重要行事が上半期に集中

していることもあり、堅めの内容が多くなっていま

すが、その分来年の下半期になったら、会員の懇親

を深めるプログラムを多く取り入れて楽しい例会作

りを心がけたいと考えております。 

１５周年記念事業に関しましては、来年の５月に

記念例会を予定しておりますが、内容につきまして

は具体的にはお盆過ぎにパスト会長会に諮り進めて

いくつもりでしたが、今日東クラブさんへメイクア

ップに行きまして、東クラブさんの３５周年と合同

でやらないかとのご提案を頂きました。皆様と良く

ご相談をさせて頂き、前向きに取り組みたいと考え

ております。 

カルヤン・バネルジーＲＩ会長は『こころの中を

見つめよう 博愛を広げるために』をテーマに掲げ

ました。そして３つの強調事項として、第一「家族」、

第二「継続」、第三「変化」をあげています。ロータ

リアンは、自分自身を見つめ直すことから始め、家

族を大切にして周りの理解を深め、これまで社会に

役立ってきた活動で、得意な分野を知りそれを継続

していく。さらに世界が望んでいる方向を良く見極

めて対応し、自らを改善することも必要であり、そ

れが必要な変化であると述べられております。 

立原雅夫ガバナーはＲＩ会長の３つの強調事項を

基本に運営し、各クラブの自主性を尊重し、地区は

各クラブへ最大限の応援をすると話してくれました。

また『Smart（賢い）Rotary を探して』～継続で

きるロータリークラブとは～、と問いかけておりま

す。 

 お二人の重要なテーマの中に、継続性があります。

私も以前から地道な努力を続けていくこと、その継

続が大切だと考えており、この共通点をクラブテー

マ「継続こそロータリーのちから」とさせて頂きま

した。一人一人は一度に大きな力を出せなくても、

それをあきらめずにできる範囲でいいから継続して
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いくこと。それこそがやがて大きな力となって我々

が社会に役立つ力になれる最良の方法と考えます。 

具体的な活動方針は、このあとと、来週に各委員

会委員長・副委員長から発表をお願いしますが、具

体的に何をするのかということは、これからの例会

の中で私からもはっきりと提案をさせて頂きたいと

思います。 

 ロータリーは年齢も幅広く、職業もまったく異な

った人たちが集うという、他の団体にはない特徴が

あります。言い換えれば育ちも生活環境、生活習慣

もまったく違う人たちが、週に一度の例会という同

じ平等のステージの上で人生の価値観をぶつけ合う

場でもあります。時には同じ目標の中でもなかなか

うまく行かない時もあるかと思いますが、まったく

違う人間同士が互いに見つめあいながら、もう一歩

理解し合う心を持てば、自分自身の世界も広がり、

例会を自己研鑽の場に高めることが出来るはずです。

せっかくのその機会を最大限に生かすのか、捨てて

しまうのかは皆様自身の中にあるということをどう

ぞ自覚して頂き、積極的に例会に出席をして頂きた

いと思います。 

 ロータリーは話し合い運動だとも言われており、

例会の場での会話から心の触れ合いが生まれ、心に

残るものが必ず芽生えると信じております。清く、

正しく、美しく、という訳には参りませんが、明る

く、元気に、悪びれずに取り組んで、この一年間を

皆様と共に有意義な思い出深い年に是非したいと思

っております。どうぞ会員の皆様のご協力を宜しく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 
奥田幹事、会長の右腕、協力して頑張って下さい！

   幹事 奥田 尚幸 

 

今年一年宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

★委員会報告をする新メンバー★ 

 

� 出 席 報 告 

  

例会日 ７月６日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

２７  １９   ８  ０ ７０％ 

お客様：熊谷東ＲＣ 

熊谷南ＲＣ特別代表 清水利夫様 

会長 中山康徳様 

副会長 藤澤貞彦様 
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幹事 佐藤良孝様 

直前会長 細川末廣様 

会計 高橋勤二様 

ＳＡＡ 石井典男様 

親睦・研修委員長 小川智様 

 

お祝いに駆けつけて頂いた熊谷東クラブの皆さん！ 

� ニコニコ BOX 

※緊張しながら発表する新中島親睦・ニコニコ委員長 

 

熊谷東RC 細川末廣様 

 高田年度では合同例会、青少年剣道大会、ホープ

コンサート等南クラブには大変お世話になりあり

がとうございました。島﨑年度も素晴らしい年度

になりますように応援したいと思います。 

熊谷東RC  

中山様・藤澤様・佐藤様・清水様・小川様・石井様 

 本日は、熊谷東のメンバー8 名が南クラブの例会

におじゃまします。又本日昼間は東クラブの例会

に南クラブより島﨑会長様以下6名の方にメイク

アップにおいでいただき有難うございました。今

後とも、宜しくお願い申し上げます。 

熊谷東RC 高橋勤二様 

 島﨑年度の船出をお祝い申し上げます。本年度も

前年度同様よろしくお願い申し上げます。 

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事 

 会員の皆様、本日よりいよいよ新年度のスタート

となります。会長・幹事共々一生懸命務めさせて

頂きます。これから一年間、会員の皆様のたくさ

んのご出席を宜しくお願い申し上げます。東クラ

ブの皆様、大勢の皆様にご来訪頂き有難うござい

ます。また、先程の例会では私たちを歓迎して頂

き、重ねて御礼を申し上げます。これからも親子

の絆を深め、お互いに精進できますようご指導を

宜しくお願い致します。 

澤田將信会員 

 お世話になります澤田で～す。島﨑年度スタート

おめでとうございます。一年間よろしくお願い致

します。澤田でした。 

山口茂会員 

 東クラブ中山会長、佐藤幹事、清水特別代表、藤

澤 35 周年実行委員長はじめ、多くの方の御来訪

ありがとうございます。昼の例会では、お世話に

なりました。島﨑年度、いよいよスタートですね。

奥田幹事、ガンバッテね。新しい船出を心から御

祝い申し上げます。 

高田直樹会員 

 本日は島﨑年度のスタートに際し、熊谷東ロータ

リークラブ様より、中山会長を始め大勢の皆様に

ご来訪頂きましてありがとうございます。島﨑年

度も 15 周年という節目の年です。名会長、名幹

事と言われる様に…。ご活躍を期待申し上げます。 

棚澤正行会員 

 東RCの皆様、大人数での御来訪ありがとうござ

います。先程はありがとうございました。島﨑年

度の船出、心よりお祝い申し上げます！オクダ企

画のサポートの元、第一フローリストが花を添え、

ショットバーACEの酒で和ませ、ミキデザインが

御意見番、Developの人脈で会員増強、中島豆腐

店のニガリで親睦を固め、サンエイ設計のプログ

ラム設計、天皇陛下に馬を納めていた先祖を持つ

プルミエール企画のうまくいく会報・広報、オカ

モト建商・次年度熊谷うちわまつり大総代の社会

奉仕、佐川歯科医院の財団への財の投与!このメン

バーが理事・役員だから必ずすごい年度になる！

がんばってやっていきましょう。 

佐川順一会員 

 島﨑新会長、奥田新幹事、就任おめでとうござい

ます。又、東クラブからのお客様 中山新会長、

佐藤新幹事を始め、多くの皆様、ようこそ。今年

度も宜しくお願いします。 

岡部俊之会員 

 島﨑・奥田丸の船出おめでとうございます。中山

会長を始め多数の東ロータリーの皆様方ようこそ。

先日福島の被災地のNPO法人よりひまわりの種

が送られてきました。放射能除去の為、私の畑に

植え花を咲かせて何万倍かのひまわりの種を送り

返したいと思います。 

渡邊藤男会員 

 島﨑会長、奥田幹事御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。 

新井正一会員 

 清水特別代表をはじめ東クラブの皆様ようこそお

越し下さいましてありがとうございます。また島

﨑会長、奥田幹事一年間宜しくお願いします。 

矢部喜明会員 



 島﨑年度スタート、おめでとうございます。一年

間よろしくお願いします。 

植竹知子会員 

 今日は、クラブにゆったりと参りました。前期は

大変お世話になりました。７月２１日・２２日う

ちわ祭の時、コミュニティ広場で、うちわ祭ｄｅ

ホッとスペースというコーナーで、東北復興支援

イベントをします。お立ち寄り下さい。 

中島勉会員 

 島﨑会長、奥田幹事、一年間よろしくお願い致し

ます。親睦委員会並びに会員の皆様のアイディア

をいただきながら進めたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。 

 

※新会長より表彰を受ける植竹会員！ 
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