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                  歴代歴代歴代歴代パストパストパストパスト会長卓話会長卓話会長卓話会長卓話（（（（２２２２）））） 

    歴代パスト会長卓話の第２回目です。第６代岡部俊之パスト会長、第１０代山口茂パスト会長、第１１

代佐川順一パスト会長ありがとうございます。 

 

 

 

 
会長 島﨑 次弘 

 
 本日のプログラムは「パスト会長の卓話 第2回」

です。8月の第1回目では、第1代 萎沢会長、第

2代 加藤公一会長、第5代 澤田將信会長の3人
にお願いしました。今日の第2回目では、第6代 岡

部俊之会長、第10代 山口茂会長、第11代 佐川

順一会長の3人にお願いします。6代の岡部さんか

ら７代、8代、9代と飛んでしまいますので、その3
代の間に活発に取り組まれました国際交流に絞って

私が簡単に説明させて頂き、10代の山口さん、11
代の佐川さんにつなぎたいと思います。今日は私も

楽しみに聞かせて頂きますので3人の方よろしくお

願いします。 
 
 
 
                                                                                                                    

 
     

 副幹事 石井 一則 

 
１． 地区より 
 ＊青少年交換プログラム第 41 期派遣学

 生・月次報告書の送付について 
 ＊「第10回ロータリー全国囲碁大会」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１３８ 
３．熊谷市国際交流協会より 
 ＊創立20周年記念事業記念イベントへの

 参加申し込みについて 
        

     以上が届いております。 
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本日本日本日本日ののののプログラムプログラムプログラムプログラム    ９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水）））） 

クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会・・・・ガバナーガバナーガバナーガバナー公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問についてについてについてについて 

会 長 挨 拶会 長 挨 拶会 長 挨 拶会 長 挨 拶

幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告



 
 
 

第6代 岡部俊之会長 

 
 入会５年目、幹事経験がなく運営方法がよくわか

らないままでの会長就任でした。 
会長在任中、「まず始めよう、結果を恐れずに」をモ

ットーに例会への出席率アップを目指し企画を行い、

皆様のご協力を頂きました。 
ロータリーは人材の宝庫です。 
先人の功績を忘れてはならない。 

  
 
 

第10代 山口茂会長 

 
 熊谷南ロータリークラブ第 10代（2006年度~07
年度）会長の山口です。第1回目例会が419回（良

く行く）目で、7月 5日、私の誕生日の数字で、幹

事は今年度渡邊エレクトであり、当時渡邊幹事には

絶大な協力を頂き、10周年という記念行事も実行す

ることが出来ました。 
 これも当時の幹事始め、多くの会員の皆様に御協

力いただいたから１年間無事に会長を務める事が出

来たと、皆様には深く感謝致しております。 
 会員数は40名スタートで、「率先しよう」がウィ

リアムボイドＲＩ会長テーマ、地区テーマ「職業倫

理を重んずる職業人の集まり」創立の原点は職業倫

理の追求、職業道徳の高揚、利己と利他との調和 
 
 当クラブとして 
① 縁があってロータリー 
② ロータリーの基本に戻る、ロータリー理念を遵

守し、ロータリー綱領の唱和 
③ 歴代パスト会長の良い事を継続 
④ ニコニコＢＯＸを重視（第1回27名の投函） 
⑤ 組織機能の活性化 
  ロータリーとしての組織を活用し、機能し、役

員・理事・4大奉仕委員長、小委員長が   中

心になって各委員会を活性化させて頂きたい。 
 
鈴木勲二ガバナーの引用 
 おごるな ロータリアン 
 いばるな ロータリアン 
 あせるな ロータリアン 
 くさるな ロータリアン 
 まけるな ロータリアン 
 
 5月 16日、10周年記念事業が盛大に実施されま

した。当クラブで全会員の総力をあげて、会員皆々

様の絶大なる協力のもとで、素晴らしい式典が再

興されました。ありがとうございました。 
 現在の熊谷南ロータリークラブの文字は、10周

年の記念事業の1つとして、当クラブの名誉会員の

野口白汀先生にお願い致し、快く受けて頂いた最後

の遺作となり、463回の 6月 27日の最終例会とな

りました。 
 
 会長をやらせて頂き感じた事は、人生の勉強であ

り、常日頃会員とどの様に人間関係を良い方向でつ

くっておくかという事が大事で、会員同士の関係が

良く出来ていると、自分の会長年度は人選も苦労せ

ず、皆が盛り立ててくれ、クラブ運営もやりやすく

なるのではないでしょうか。 
 よくロータリーは貸し借りと言われますが、まさ

にその通りだと実感するのが、会長年度になると思

います。会員の皆様の絶大なる協力を得て、年度会

長時の大成功となると考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

島崎会長による 

国際交流、留学生・奨学生 

受け入れ交換留学生の実績報告 

パ ス トパ ス トパ ス トパ ス ト 会 長 卓 話会 長 卓 話会 長 卓 話会 長 卓 話



 
 
第11代 佐川順一会長 

 
私は当南クラブ、第１１代会長として２００７年度

より一年間、お世話になりました。 
その時の懸案事項 

１． ホテルサンルートの閉鎖に伴う例会所の変更。 
２． 会員数の大幅ダウン ３８→３３名 
自分が山口さんより引き継ぐ時は、例会場が旧ホ

テルサンルートの閉鎖が決定し、別の場所に例会場

を移転せざるを得ないという大変な時期でありまし

た。なにしろ突然の話で当時はまだ会員数は４０名

近くいまして、移転先に関して多種多様な意見の持

ち主も多くいたと記憶しております。 
会長の山口さんはもちろんのこと、当時の役員の

方々、そして、会長エレクトであり、会をまとめ上

げなくてはならない立場であった私の耳にはそんな

メンバーの声が絶えず頭から離れず苦労しました。

結局、晴て今のガーデンパレスに落ち着くことが出

来ました。 
その際、多くの会員の皆様より大変なお力沿いを

いただきまして、無事に乗り切ることが出来ました。

感謝いたします。具体的な内容に関してはここでは

省きます。 
今、南クラブが使っております事務所、現在より

使いごこちの良い立地条件の場所へ移転しようとい

う話が持ち上がっております。これにしましても二

者択一となりますといざ決めようとすればなかなか

すんなりとは決まらないのが実情です。 
集団社会において、何か一つ物事を決定するには

いろいろな諸条件・思惑が絡み、いつの世も当事者

の悩みは尽きません。皆さんの会社の資材購入ひと

つにしてもしかり、国会運営しかりです。 
 
会員数の減少に関しましては、うちのクラブに限ら

ず一部を除いて全世界的な傾向のようです。景気停

滞、個人的理由も挙げられますが、なにより自分の

思い抱いていたロータリークラブと現実のギャップ

が大きかったということが一番のようです。 
ロータリークラブという存在に対して、一般国民

が抱くイメージはどんなものか。「すすんで慈善活動

をおこなっている。」というのもあると思うし、「金

持ちがランチを食べ、一緒に遊んでいる。」という意

見もあるでしょう。 
何年か前、日本を含め、世界の各地、ヨーロッパ、

アメリカ大陸、南米、アジア、オーストラリアでそ

れぞれ、一般国民がロータリークラブに対するイメ

ージについてアンケートをとったことがあります。

その結果、「ロータリークラブは慈善活動を行なって

いる」という回答を挙げた国の最低レベルは実は日

本でした。 
では日本のロータリアンだけが慈善活動・奉仕活

動を行なっていないのでしょうか？ 
或いは、活動内容を広くアッピールしてこなかっ

たせいでしょうか？ 
私が思うに我々日本人の国民感情として、奉仕活

動や慈善活動はおおっぴらにやるものではなくて、

人目につかずこっそりとするのが美徳、と思ってい

る人が多いのではないでしょうか？ 
これはそれぞれの感じ方ですのでその是非を問うて

も仕方がないかもしれません。他人に良く思われた

いから奉仕活動をするのか、逆に人知れず、結果他

人を幸せに出来ればそれで満足なのか。簡単に答え

は出そうにありません。 
私たちがロータリーに入会した目的は何だったでし

ょう？いざ、自分がロータリアンを長くやっている

うちに薄れてしまいます。そして色々な意味合いで、

だんだん最初のイメージとは違う別の意義を感じて

くるものです。 
機会があったら、入会間もない会員の皆様に新鮮

な気持ちを一度伺いたいと思っています。 
百人に聞いてもおそらく百様の答えが帰ってくると

思います。 
ポールハリスが、晩年日本を訪れた時に、こんな質

問を受けました。 
「あなたはなぜロータリークラブの設立を思いつい

たのですか？」 
それについての答えは明確でした。 
「寂しかったから。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
第1回新世代部門セミナー報告  

長谷川信 国際奉仕・新世代委員会副委員長  

 
 
第1回Ｒ財団部門セミナー報告 

佐川順一 ロータリー財団委員会委員長 

 
� 出 席 報 告 

  
例会日 ９月１４日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２７  １５  １２ ０ ５６％ 

 
 
� ニコニコ BOX 

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事 

 本日のプログラムは、歴代パスト会長の卓話パー

ト２です。岡部さん、山口さん、佐川さん、私も

楽しみに聞かせて頂きます。よろしくお願いしま

す。 
石井一則会員 

 代打で幹事を務める、石井です。不慣れな私です

が、大目に見て下さい。 

棚澤正行会員 

 今日は、パスト会長の卓話でしたっけ？石井さん、

今日はバイトですか？島﨑会長の女房役、ずっと

やっちゃいますか！奥田幹事は私の出した仕事で

ダウンしたみたいです、石井さんよろしくで

す！！ 
岡部俊之会員 

 本日は私の卓話です。１分で終了したいと思って

ます、よろしく。 
渡邊藤男会員 

 本日パスト会長の卓話、お話しされるパスト会長

の方、よろしくお願い致します。 
中島勉会員 

 残暑、いつまで続くのでしょうか？暑くて・暑く

て第２回のパスト会長の卓話、よろしくお願い致

します。 
[会員誕生] 
山口茂会員 

 私の誕生日の為に、南RCの会員の皆々様に、お

集まりお祝い頂きまして、ありがとうございまし

た。これからも宜しくお願い致します。 
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