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パスト会長、
会長、第１４代
１４代高田直樹パスト
高田直樹パスト会長
パスト会長ありがとうございます
会長ありがとうございます
本日の
本日のプログラム １１月
１１月２０日
２０日（日）
移動例会・
移動例会・地区大会
会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

が詰まってしまっておりますが、地区大会も年に一
度の大きなイベントですので、一度欠席で届けが出
ていても、都合がつくようになった方はかまいませ
んのでぜひ一緒に行って下さい。移動例会にもなっ
ておりますし、会員の参加数がクラブの面子にも関
わりますので、なるべくたくさんの方と一緒に参加
したいと思います。どうかご協力よろしくお願い申
し上げます。
それでは、李さん、棚澤さん、高田さん、本日の
卓話よろしくお願いします。

幹
皆さん今晩は。今日の例会は、
「歴代パスト会長
の卓話パートⅢ」です。これまで 2 回に分けて 6 人
の会長経験者にお話をして頂きましたが、本日は最
後の 3 回目で 3 人の会長経験者の方に卓話をお願い
します。
まず初めに、第 8 代会長 李 一孝さん、続いて
第 13 代会長 棚澤正行さん、そして最後のおおと
りに、第 14 代 直前会長の 高田直樹さんの順で
お話して頂きます。
今日は、私も楽しみに卓話を聞かせて頂きますの
で、挨拶は早々にこれで終わらせて頂きますが、最
後に地区大会のお願いを致します。今度の 20 日の
日曜日に第 2570 地区の地区大会があります。今週
はスケジュールの組み合わせの都合で、例会の日程

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

１． 地区より
＊青少年交換学生１１月月次報告
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１４０
３．高城神社より
＊酉の市祭典執行のご案内
以上が届いております。

パスト会長卓話

で合同例会の様でした。
これは、最後のマネーゲームで一千万円儲かった
というお話には皆様眼の色が変わっておりました。

第８代 李一孝パスト会長
日高やの行田工場への職場訪問例会、李パスト会
長のお計らいで神田会長のお話も聞け、大変有意義
でした、そしてこれも沢山の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、当クラブの棚澤年
度で創った入会案内が誉められ、のちに地区でも山
口地区委員を通して宣伝して頂きました。

李年度テーマ「健康なロータリー」
。
みんなが健康、例会が健康、社会が健康を目指し、
ロータリー１００周年の年度を会長として過ごさせ
ていただき、
楽しかった、
勉強になった１年でした。
最近健康に対する概念が変化しつつあります。
健康とは、どのようなストレスに向かい合っても、
そのストレスをはね除けることができる身の状態
のような気がします。
第１３代 棚澤正行パスト会長

そして、待ちに待った親睦旅行、これは東京恵比
寿ＲＣ、ウエスティン東京の玄関へバスを乗り付け
てのＭＵで会員の皆様も良い刺激となったと思いま
す。
石井会員は、
「偉い人ばっかりなので、名刺交換す
るのが嫌になっちゃうよ！」
と言っておりました。

特に屋形船では山口副会長と岡部常任委員長が船の
甲板で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、歌手を呼んでのイベントなど、５クラブ会長・
幹事での打ち合わせは大変でしたが楽しかったです
ね～

棚澤年度を省みて
まず先にお礼を言っておきます。
棚澤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。
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、大勢の MU が有り、まる

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る盛和
塾の卓話、このての勉強会に参加されている方のモ
ノの見方、感じ方な勉強になりました。

また、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。今で
こそ幽霊会員的ですが、チャーターメンバーで私達
と入会した時は、かなり熱心に活動されており、私
が卓話を頼んだところ、
「仲間に頼まれたなら協力す
るよ！」と快諾して頂いたもので、
「また呼ばれたら
来るよ！」と仰っておりました。しかしそれは違う

と思ったので、
「呼ばれなくても例会にたまにはいら
してくださいね！」
と念のために言っておきました。

３月には矢部会員による裁判員制度の卓話、矢部
会員がいかに弁護士という仕事に情熱を燃やしてい
るか伝わってきました。
通年行事の「千年桜の植樹」
、これは埼玉新聞とＴ
Ｖ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、合同例会は打ち合わせが大変なものでし
た！
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。
私の次の高田当時エレクトに相談したところ、ぜ
ひ米山奨学生の受け入れをしたいという事だったの
で、それは大変だという事で、当時の島﨑米山委員
長とあわてて勉強をして受け入れに備えました。
しかしあまりにも優秀で美人？で、地区大会での
立派な挨拶に驚かされました。
金さんとの出会いは、南クラブにとっても、島﨑会
長にとってもいい出会いだったのではと思いました。

そして小島敏男先生、本多平直先生と社会勉強の
卓話が続きました、どちらの先生も政治の裏話をし
て頂き、ロータリークラブならではの内容の卓話で
した。

５月には円照寺へのお参り・お祓い・会員増強祈
願・の移動例会、これは近くにあるのに皆様行った
事がない場所みたいでしたので、友人付き合いさせ
て頂いている御住職にお願いして実現しました。南
RC に憑いた悪いものがこれでとれたと思います。
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。利き酒は李パスト会長
が一番でした。それと西クラブの原口会員が参加し
晩酌をされてきました。

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おりま
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。今も熊谷駅北
口に寂しく置いてあります。
この模様を植竹会報広報委員長に「ロータリーの
友」
、
「ガバナー月信」
、読売新聞に投稿して頂きまし
た。
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。これで当時
は 55.24 歳の平均年齢となりました。
という感じで一年を過ごせ、私はほぼ思うように
やらせて頂いたと思っております。
これらの棚澤年度の例会模様は全て動画で HP に
保存されております。
ダウンロードし易いように画質は落としてあります
が、皆様が当時どんな挨拶をしていたか、どれだけ
の MU が来て盛況だったか感じとれると思います。
お時間のある方は試してみてください！

各会長がそれぞれの特色を出すために、澤田パス
トは毎回花の話をし、山口パストは鉄砲の工場見学
に連れて行ってくれ、今年度の島﨑会長はどこでし
たっけ？ あっ！吹上げのプレカット工場見学に連
れて行ってくれました。

私は、実は知っている方も多くいるとは思います
が、車で走るのが趣味でしたので、本当はサーキッ
トに移動例会で皆様をお連れしたかったです。
そして、当時奥田幹事がレースに出ていたので、
皆で応援して優勝するところを見たかったです。御
年配の会員様にはご迷惑かと考えてやめました。
これがやれなかった「自分のカラーを出す事」かな
あと思いました。
熊谷南 RC 会長としての立場を頂き、私は、成長
さ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、棚澤年度の
一年間ほんとうにお世話になり、有難うございまし
た。

そして現在エレクトの当時の渡邊幹事、山口会長
の幹事の後、２回目の幹事を引き受けて頂きありが
とうございました。
渡邊さんが幹事でなければ、棚澤年度はこんなに
も思う様に活動ができなかったと思います。
渡邊エレクトに感謝の言葉で〆させていただきた
いと思います。「渡邊幹事ありがとうございまし
た！」

以

上

第１４代高田直樹パスト会長

熊谷南 RC 第 14 代会長として、昨年の 2010～
2011 年度にかけて一年間お世話になりました。
つい昨年の事ですので、皆様の記憶に新しいこと
と思いますが、当クラブ創設以来初めての女性幹事
となりました植竹会員による協力を頂き、一年間無
事に務める事が出来ました。
私が会長を受ける前より予定されていた熊谷南
RC からのガバナー補佐の選出、そしてインターシ
ティミーティング開催にあたってのホストクラブと
しての役割等。当初私の年度の柱としておりました
のが、インターシティミーティングの開催でありま
した。
その様な中で第 5 グループのガバナー補佐として、
当クラブから澤田パスト会長が選出され、熊谷南
RC が一躍脚光を浴びるという願ってもない年度と
なり、クラブとしても全員でインターシティミーテ
ィングの成功というひとつの目標に向かって進むこ
とが出来ました。
人は目標を失うと先に進む事がなかなか出来ませ
ん。集団になるとましてそのことがいえると思いま
す。その意味からもインターシティミーティングと
いう具体的な目標に向かって全会員の皆様がそれぞ
れの役割で参加、運営することから、結果として結
束力、連帯感が生まれ、全員が一枚岩になることが
出来たのではないかと感じております。そしてその
他の波及効果としても、各委員会の活性化、例会出
席率の向上等につなげることも私のもうひとつの柱
として思っておりました。
以前より熊谷南 RC は 2570 地区の中でも最下位
の出席率を争うほど、あまり良くない伝統を守って
おります。何故でしょうか？その答えは会員の皆さ
んが若いからです。皆さんが一線で働いている人ば
かりなので、なかなか例会に出られないのです。と
いうことをよく言ってきました。
先日、ロータリアンの方と話しました。その人の
話では、しばらく例会に出席していないので、仕事
は時間を気にしないで出来るし、気楽でいいですよ
…と言っていました。私は一瞬唖然としましたが、
皆さん仕事の関係で例会に出席できないことを大分

気にかけているし、その一方ロータリアンとしての
例会へ出席する義務、権利を放棄してほっとしてい
る人もいる…。
私もどうしても例会へ出席出来ない時など大変心
苦しく思っておりますが、例会へ出席することを放
棄してまで気持ちが楽になることはないと思います。
皆さんの中にも仕事とロータリー活動のジレンマ
に悩まされている人がいらっしゃると思いますが、
仕事あってのロータリアンです。仕事をしっかりし
てからロータリー活動をしましょう！
そして楽しいロータリーライフを過ごしましょう。

パスト会長卓話ありがとうございました

委 員 会 報 告
岡本庄一郎 社会奉仕委員長

１１月１３日、日曜日、荒川河川敷清掃ありがと
うございました。移動例会、妻沼聖天様拝観・
千代枡での昼食お世話様でした。
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例会日 １１月１６日
会員数
出席
欠席
２７
１２
１３

MU
２

出席率
５２％
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島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
本日のプログラムはパスト会長の卓話パートⅢで
す。李さん、棚澤さん、高田さん、寒さを吹き飛
ばす熱いお話を期待しています。よろしくお願い
します。
棚澤正行会員
先日は急きょ仕事が入り、ゴミ拾いに行けません
でした。 本日は、パスト会長の卓話という事で
お世話になります、拙い話ですがお付き合いいた
だけたらと思います、宜しくお願いします！
山口茂会員
本日は、
キャノンの関東地区オーナー会議が有り、
MU とさせて頂きます！発表のパスト会長様、出
席できませんが会報で見させて頂きます。
高田直樹会員
皆さん、今晩は。今日は卓話です。居眠りをしな
いで聞いて下さいね。
渡邊藤男会員
本日パスト会長の卓話、宜しくお願いします。
中島勉会員
今晩は、最後のパスト会長の卓話になります。本
日の卓話よろしくお願い致します。パート１・２
に卓話をいただいたパスト会長の皆様、ありがと
うございました。地区大会、参加できなくすみま
せん。
熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 石井一則・塚越尚之
小野寺弘行
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

