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クラブ協議会
本日の
本日のプログラム １月２５日
２５日（水）
熊谷南・熊谷籠原ＲＣ
熊谷籠原ＲＣ新年合同親睦例会
ＲＣ新年合同親睦例会
会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

あらためまして今晩は。年が明けても本格的に厳し
い冬の日が続いております。最低気温が氷点下の日
がこんなに続く冬は久しぶりだと思います。
原因は遥か遠くのペルー沖の海水温が例年よりも
下がる「ラ二―ニャ」現象だと言われております。
反対にその地域の海水温が上がる現象を「エルニー
ニョ」と呼びます。スペイン語でラニーニャは女の
子、エルニーニョは男の子の意味だそうです。

男の子が現れると日本は暖冬で暖かい冬になり、
女の子が現れるとたちまち凍りつくような寒い冬に
なる。男女の表現では最近わが国でも別の見方で、
「草食男子」に「肉食女子」ということも言われて
おります。
なんだか今は人間界のパワーバランスが自然界に
もそのまま当てはまってしまっているような気がし
ます。結局、男は泣く子や怒れる女性には、やがて
来る春を夢見ながら、ご機嫌が直るまでじっと我慢
で待つしかないのかな、と考えてしまう今日この頃
です。
今日は上半期を終えて、これから下半期に臨むた
めの「クラブ協議会」です。発表者の皆さん、寒さ
に負けずに元気よく発表をお願い致します。

幹

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

１． 地区より
＊2011－2012 年度地区分担金納入のお願
い
＊Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ
のご案内
＊ロータリー財団国際親善奨学生募集ポ
スターについて
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１４２
３．熊谷市美術家協会より
＊賞状・賞品の交付申請について
４．熊谷さくらマラソン大会事務局より
＊第 22 回熊谷さくらマラソン大会協賛金
交付申請書
５．高城神社より
＊節分祭の御案内
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会

★会員増強・
会員増強・Ｒ情報委員会の
情報委員会の棚澤会員
を始め、その他全
その他全メンバー
他全メンバーが
メンバーが発表致し
発表致し
ました。
ました。又、当日欠席の
日欠席の方は原稿を
原稿を代
読させて頂
させて頂きました！！
きました！！★
！！★

会長 島﨑 次弘

今年度のクラブ運営方針として、１５周年の節目

の年を迎えて、まずクラブの歴史をもう一度見つめ
直すことから始めたいと書きました。その一環とし
て歴代パスト会長全員に卓話をお願いしました。１
５分ずつという大変短い時間でしたので、語り尽く
せないことも多かったのではないかと思います。先
週お話しました名誉会員の野口白汀先生のことも合
わせて、卓話の話を思い出しながら、クラブのホー
ムページをもう一度ご覧になって頂き、理解を深め
て頂きたいと思います。
また、今年度は地区の重要行事が上半期に多いと
いう特色がありましたが、９月２８日のガバナー補
佐訪問、１０月５日のガバナー公式訪問は、スムー
ズな進行と皆様にもしっかりとした発表をして頂き、
大変いい形で鈴木ガバナー補佐、立原ガバナーをお
迎えすることができ、成功裏に終了することができ
ました。改めて感謝申し上げます。地区のイベント
で言いますと、下半期には２月２３日（木）のロー
タリーの創立記念日に、第５グループのインターシ
ティーミーティングがあります。前年度は当クラブ
がホストクラブとして各クラブに全員出席の号令を
かけた立場でしたので、今度は私達がちゃんと出席
しなければならない立場です。会場も行田のアイト
ピアで近くて行きやすいですから、２月２３日はぜ
ひ予定に入れておいて下さい。
上半期の反省点として、会長・幹事・ＳＡＡ・各
委員会の間の打合せや連絡が必ずしもうまく行って
いないことがあったのではないかと思っております。
例会開始直前の変更で、引継がうまくできずにバタ
バタしたことも何度かありました。皆さんも忙しい
仕事を抱えている時には１００％出席はなかなか難
しいことと思います。しかし、ロータリーも組織で
運営している訳です。皆さんも自分のポジションを
よく自覚して、組織の一員として等しく運営に関わ
っているという自覚をもう一度持って頂きたいと思
います。やむを得ず欠席の場合、電話一本で済ませ
るのではなく、必ず自分の責任で代理をお願いする
方と連絡を取り、自分のやるべき仕事をきちんとお
願いしてから連絡を入れる。これが守られないとス
ムーズな例会の運営はできません。これは今年度だ
けではなく、これからも皆様自身が意識していかな
ければならないことだと思います。皆さんもこれか
ら親睦委員長になり、五大奉仕の委員長になり、幹
事になり、会長になりと、いずれクラブの運営を任
される立場になって行きます。自分がその立場にな
ったつもりで、その意識を持って下半期もご協力を
お願い致します。
さて、これからの下半期は親睦に力を入れた運営
になっていきます。その親睦の形も様々です。来週
の籠原クラブとの合同例会。熊谷西クラブ・東クラ
ブとの３クラブ合同例会も３月に予定しております。
近隣クラブと交流することでロータリアン同士知り
合いを増やし、また違ったクラブ運営の仕方に触れ

ることで新しい発見があり、新たな目的が生まれる
と思います。また、４月４日には東京ＲＣへのメイ
クアップをからめた日帰りの親睦旅行を計画してお
ります。創立９１年を迎え、日本最初のロータリー
クラブとして最も歴史と伝統のある東京クラブの雰
囲気に接することは、改めて皆様にロータリアンと
してのステータスを認識させてくれることと確信し
ております。具体的な内容は今日の例会後にＳＡ
Ａ・親睦委員会を中心としたＩＤＭを行い、なるべ
く早い時期に皆様にご案内するつもりです。
そして何より今年度の最大の目標は、５月１６日
の１５周年記念例会であります。先程からお話しし
ております下半期の様々な親睦活動や、１５周年記
念事業の一環として行う３月１４日の「千年桜の植
樹」も、すべて５月１６日の１５周年記念例会を会
員の皆さんと共に祝い、共に楽しむための言わば前
哨戦です。１５周年を成功させることが、今年度の
最大の目標であり、これからはすべてのエネルギー
をそれに向かって結集するんだということを頭に叩
き込んで頂き、５月１６日には心から皆様と共に喜
びを分かち合いたいと思います。
また、忘れてはならないのが我々と共に歩んでく
れる新しい仲間を発掘することです。１５周年に向
かってみんながひとつになって取り組むこれからが、
会員増強の最大のチャンスでもあると思います。そ
のエネルギーをどうぞ皆様の友人たちにも向けて、
共に１５周年を祝ってくれる新しい仲間を作りまし
ょう。それが叶った時に、次年度に向かってこれか
らのクラブを作り上げてゆくという大きな目標も必
ず達成できると思います。
１５周年が新たな出発の年になりますよう、あと
半年皆様と共に全力で頑張ります。ご協力よろしく
お願い致します。

争を繰り返さない誓いと、世界に平和国“日本”と
しての理解を促す事にあります。その歴史的な意義
をふまえて米山奨学事業の理解促進を図ります。
以上のことから上半期には米山記念奨学セミナー、
米山月間行事の一環として行われた米山記念奨学生
「周大亮」さんによる卓話、米山記念奨学部門「大
澤委員長」による卓話にて、米山記念奨学に対する
皆様のご理解を得られた事と確信しております。
つきましては今年度に於ける新米山記念奨学金功
労者の継続をして参りますのでご協力要請させて頂
いた方は宜しくお願いを申しあげます。

★親睦・ニコニコ委員会

プログラム委員長 岡部俊之
今年度島﨑会長のクラブの歴史を見つめ直し、こ
れからのクラブのあり方を会員の皆様と共に考える、
そんなクラブの歴史観といったものをパスト会長９
人による卓話といった形で上半期の主題とし、言い
たい放題語って頂きました。内容の濃い充実したプ
ログラム構成になったのではないかと思います。下
半期も１５周年に向けて会員相互のより一層親睦が
深まるような明るく楽しい魅力あるプログラムを企
画して参ります。

★ロータリー財団委員会

米山記念奨学委員長 高田直樹

米山記念奨学金の創設目的は日本が再び悲惨な戦

★ＳＡＡ

★出席推進委員会

★国際奉仕担当

★会報・広報委員会

★十五周年実行委員会

★社会奉仕担当

★表彰される長谷川会員

★職業奉仕担当

★表彰される島﨑会長

委 員 会 報 告


出

席

報

告

例会日 １月１８日

会員数
２７



出席
１７

欠席
１０

MU
０

出席率
６０％

ニコニコ BOX

島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
今年の冬はホントに寒いですね～。朝晩の冷え込
みは特にキツイです。私もすっかり風邪を引いて
しまいました。早く奥田幹事に移して楽になりた
いです。今日は会長の独り言でした。
棚澤正行会員
本日はクラブ協議会、発表でお世話になります。
会員増強しなくちゃ(汗)
渡邊藤男会員
本日のクラブ協議会、
発表の方がんばりましょう。
石井一則会員
こんばんは～石井で～す。昨日病院で間違って女
便所に入ってしまいました。でもなぜか男用の便
器が有りましたどうしてですか？
中島勉会員
自分も含め、各委員長の皆様よろしくお願い致し
ます。次週の、籠原 RC との合同親睦例会に多く
の会員の皆様の参加とニコニコ BOX への投函を
お願いします。

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

