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熊谷南ＲＣテーマ ： 初心に返る
第６８９回例会
第６８９回例会 会報

クラブ協議会
会 長 の 時 間
会長 渡邊 藤男

本日のプログラム ７月１８日（水）
１８日（水）
親睦例会
ロータリーは人々に幸せを、もたらす組織として
世界で最も優れた団体で有ると思います、この財
産を之から、もっともっと世間の人々に広げる事
で会員の拡大と、地域との親善に役立てると考え
ておりますので、会員の皆様には今後もご協力を
お願い致します

幹

事

報

告
幹事 石井 一則

皆様、今晩は今年度第２回目の例会です、本日は
前回に続きクラブ協議会パート 2 となります、発
表される担当委員長の方は宜しくお願い致しま
す、
本年度南クラブは 18 の委員会とクラブ研修リー
ダーから、組織が構成されております、
メンバーの数にしては、委員会が多いのではない
かと、アドバイス頂く事も有りますが、当クラブ
に無駄な委員会及び必要でない人材はおりませ
ん
メンバーの減少に伴い、委員会の数を少なくした
為、優秀な人材が活躍出来る場所が無いのも事実
だと考えます、ちょっとした環境の変化がきっか
けで、自分の違った能力を発揮出来るかもしれま
せん、一人ひとりが責任と意識を持つ事で、素晴
らしい組織に成ると信じております、

１． 地区より
＊7 月のレート 1 ドル＝80 円
＊ロータリーの友地区委員会セミナー開
催のご案内
＊ディスカッション・リーダー（ＤＬ）養
成講座の開催について
＊学友会だより Ｖｏｌ．２０

２．社団法人熊谷青年会議所より
＊お礼状
３．熊谷東ＲＣより
＊ペーパーレスにするため今年度から会
報をお送りしませんが、ホームページの
「Ｂｌｏｇ」をクリックすると、毎週の活
動内容が見られますので、こちらをご覧下
さい。
４．熊谷東ＲＣ・行田ＲＣより
＊年度計画書
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会
会長、幹事、副会長、SAA

ＳＡＡ 中島勉

基本方針
会長の「初心に返る」テーマが、実現できるよう取
り組みます。ロータリークラブ会員は、クラブ例会
に一定の基準以上出席しなければなりません。義務
であることが、初心に返ることだと考えます。
活動計画
会長・幹事・各委員長と連携し、例会の円滑な運営
と、例会を明るく楽しいものにします。例会の準備・
進行・秩序維持等に配慮します。例会にあった、会
場設営にします。
初心に返る事とは、会費の納入・例会出席・ロータ
リーの友の購読です。多くの会員の皆様に参加して
もらえるよう、取り組みますので一年間よろしくお
願い致します。

副会長・会計 澤田將信

会費納入のお願い。

クラブ奉仕委員長・会員増強委員長 棚澤正行

基本方針としては、会長方針に則りクラブの機能
の充実を図るために、「各委員会をサポートし、
IDM・炉辺会合を即し円滑なロータリー活動が行え
るようにしたい」と考えてますが、相談されない・
呼ばれないと参加しずらいので各委員長はお声掛け
くださいね！
また、会員増強に関しては昨年度に続き委員長を
仰せつかりましたので、ゲストデーを設けたりしな
がらロータリー活動を会員の皆様からの推薦でお呼

びした方達に体験して頂き、ロータリーを紹介する
所から始めたいと考えております。
本年度は会長のバイタリテイーで既に新会員の小
沢さんを迎えており、純増 3 名のうちあと 2 名が目
標となっております！
目標達成ができるように会員の皆様、ご協力をお
願いします！
国際奉仕委員長 山口茂

活動計画書に則り行います。一年間よろしくお願い
します。
米山記念奨学委員長 島﨑次弘

奨学月間（１７日）に卓話の日を設けて頂いており
ますので、黄さんとできればもう一人くらい、黄さ
んと同期の奨学生にはインドネシアやタイ、ベトナ
ム、バングラデッシュの方もいますので、違う国の
奨学生もお招きして一緒に卓話をしてもらうのもい
いんじゃないかと考えております。また、米山奨学
生のＯＢ・ＯＧで米山学友になった人達が、それぞ
れの母国へ帰って事業を起こしたり、経営者として
活躍している姿を紹介しているＤＶＤがあります。
米山奨学金と奨学事業が、奨学生たちにどのような
影響を与えて、どのようなプラスの効果をもたらし
たのかを見て頂いて、米山奨学事業の大切さを皆さ
んに理解して頂きたいと思います。
最後に米山功労者ですが、米山奨学生への奨学金
は私たちロータリアンの寄付が唯一の財源です。残
念なことですが年々寄付も減ってきて、私たちの第
２５７０地区も今年は２３名の奨学生を援助します
が、来年は１８名と一挙に５名も減らさざるを得な
い状況になっております。奨学金は奨学生が無理な
アルバイトをしないで勉強に打ち込めるという貴重
なお金です。今年度も一人以上を目標としておりま
す。米山の寄付は私たちの寄付がそのまま奨学金と
して活用されるということで大変分かりやすく、眼
に見える形での貢献ができます。これをご理解頂き
まして今年度も皆様にご協力をよろしくお願い致し
ます。
プログラム委員長 植竹知子

まず直前会長として、先週渡邊会長からお話して
頂きました会長方針にのっとり、渡邊会長と石井幹
事が一番やり易い形で協力をしたいと思っておりま
す。
米山記念奨学委員会としては、米山奨学生との交
流、米山奨学事業への理解を深めて頂く、米山功労
者を今年度も途切れずに続ける、この３つが目標で
す。
米山奨学生との交流は、世話クラブとしてお世話
している黄・ボラさんとの交流がメインになります。
黄さんは大変まじめに大学での勉強に取り組んでい
ますが、まだ 23 歳と若く、世間慣れしていないと
ころがあります。まだ自分からはなかなか話の輪の
中に入れないと思いますので、どうぞ皆さんの方か
ら積極的に声を掛けてやって下さい。１０月の米山

基本方針
例会プログラムは会員の出欠を左右する重要なもの
である為、内容の充実が求められます。会長方針と
しては、月一度魅力ある卓話者を呼んで欲しいとの
事ですので、時代に合わせた卓話者を選出し、出席
率向上に寄与できるようにしていきたいと考えてお
ります。
活動計画
卓話者リストを事前に 5～10 人選出しておき、会長
に提出し、
月一回くらい、
外部卓話者をお願いする。

8 月は、韓国人女性起業家の方の卓話、又は社会事
業家の方、又今年は東京ガスの男の料理教室もプロ
グラムに加えたいと思っております。一年間よろし
くお願い致します。

ムサシトミヨ保護委員長 矢部喜明

出席ニコニコ委員長 加藤公一

会報・広報委員長 塚越尚之

当委員会は、社会奉仕委員会のもとに設置された委
員会であり、職業人として研鑽、陶冶された見識、
経験を職域を離れ広く社会奉仕活動という分野にお
いて還元すべく、会長の基本方針の下、事業活動を
計画し、実行する努力をしていきたいと思います。
具体的な活動と致しましては、ムサシトミヨは、
清流にしか棲まない魚で、かつて埼玉県内各地で見
られましたが、一時は絶滅の危機に瀕し、現在、熊
谷市のみに生存が確認されているだけで、
埼玉の
「県
の魚」に指定されており、このムサシトミヨを保護
する活動が市内団体、小中学校にて行われておりま
すので、積極的に協力していきたいと思います。ま
た、ムサシトミヨについて学び、その保護活動を通
じ、環境保護ひいては住みやすい町つくりにつなが
る具体的活動を会長と協議のうえ、実行に移し、社
会奉仕活動に務めたいと思っております。
地域環境保全委員長 小野寺弘行

会報に写真と共に発表、報告等に関してはその内容
をできるだけ掲載していきたいと思います。私が聞
いて文章にすると言わんとする趣旨と異なったもの
になる心配があります。そこで発表、報告等を頂け
る方の文章の提出をお願いします。
クラブ研修リーダー 李一孝

活動計画書に則り行います。一年間よろしくお願い
します。
職業奉仕委員長 井上哲孝(代読)
皆様こんばんは。今年度、職業奉仕委員会委員長の
井上哲孝（イノウエノリタカ）でございます。申し
訳ございませんが、本日所用により欠席させていた
だきます。
今年度第 2570 鈴木秀憲ガバナーの基本理

念「職業奉仕はロータリーの基本である」を鑑み、
「職業を通じ、社会に奉仕・還元をする」
「渡辺会長
の活動方針に沿った形で、具体的内容を追求して行
く」事を基本方針とします。
「活動計画」につきまし
ては、本年度「活動計画書」に記載させていただい
ておりますので、ご参照いただければ幸いです。こ
の 1 年間宜しくお願い申し上げます。
親睦活動委員長 清水保人(代読)
基本方針を発表させて頂きます
会長の方針にあるとおり、集いあい顔を合わせて、
更に心も合わせ、会員相互・来訪者・他クラブ、そ
してご家族との親睦を深め、良き理解者を作る親睦
活動を各委員会と連携し行って参ります。
次に活動計画です
１． 納涼例会・クリスマス例会・親睦旅行・引
継例会は参加して良かったと思える充実感
のある企画立案を行います
まず、納涼例会が８月８日に控えておりま
す、既に皆様へお出しするワインの銘柄は
決定し発注も済んでおります。万象お繰り
合わせのうえご参加お願い致します。
２． 会員誕生・奥様誕生・結婚記念日の各お祝
い事は、祝福感のある行事として企画しま
す。
幸福感と言うと漠然としておりますが、皆
様に喜んで頂けるように努力致します。
３． 例会場外での親睦活動を企画させて頂きま
す
主に飲んだり食べたりが多くなると思いま
す、良いお店をご存知でしたら、ぜひ教え
て頂きたく思います。
以上、基本方針、活動計画を発表させて頂
きました、一年間、一生懸命働かせて頂き
ますのでよろしくお願いします。

新世代委員長 長谷川信(代読)
新世代委員会を担当させていただきます長谷川です
昨年に続き新世代を任していただきありがとうござ
います
基本方針は、会長のクラブ方針に則り、アクト委員
会、青少年交換プログラム委員会
RYLA 委員会などの情報を会員に伝え、協力、支援
を行う。
活動計画としましては、当クラブは青少年交換留学
生を何人か受け持ったことが有りましたが、近年は
チャンスに恵まれずにおります、機械があれば協力
したいと思います

会員選考・職業分類委員長 岡部俊之(代読)
活動計画書に則り行います。一年間よろしくお願い
します。

委 員 会 報 告
渡邊藤男会長

7 月 8 日 米山記念奨学会セミナー報告
鈴木ガバナーより
世間から尊敬されるロータリアン
世間からわかり易い、ロータリーをめざそう
メデアを利用して、ロータリーを訴えて行く
2770 地区との共同事業を行う、等のお話しが有
りました。
金子パストガバナーより
奨学生一人ひとりに対して、地域のロータリーク
ラブから「世話クラブ」が選ばれ
ロータリーとの交流の起点となります、世話クラ
ブ会員の中から
「カウンセラー」が付いて、留学生活を送れる様
に配慮しています
1995 年に消費税5％が試行された時に寄付金が2
億円、減少しました
是から 10％消費税になったら、尚更寄付金が減
少してしまうのではと危機感を持っている
井上豊部門委員長より
毎例会一人 500 円で大きなお金となり、そのお金
を米山記念奨学に寄付してみては
と提案が有りました
次に米山記念奨学生による、スピーチが有り当ク
ラブでホストしている、黄ボラさんより、米山記
念奨学生になって経済的に豊かになった、韓国と
北朝鮮関係、
文明と平和をテーマにスピーチをしておりまし
た。
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例会日 ７月１１日
会員数
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出席率
５４％

ニコニコ BOX

植竹知子会員
１．１人に１代のエアコンを消して、お店へ涼し
処に集まろうというクールシェアという取り組み
が熊谷市・ＪＣが主になり起きています。ぜひ登
録して下さい。 ２．うちわ祭・ｄｅ・ほっとス
ペース、
コミュニティ広場にぜひお出かけ下さい。
中島勉会員
熊谷地方は、空梅雨でしょうか？もしかしたら、
うちわ祭りになってから・・・クラブ協議会②、
各委員会委員長の皆様よろしくお願い致します。
渡邊藤男会長・石井一則幹事
今日で２回目の例会です。本日はクラブ協議会で
すので、各委員長の方は、発表の程よろしくお願
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 塚越尚之・長谷川信
投函頂いた方にスポットライトを当ててみました。
島﨑次弘会員
本日のクラブ協議会よろしくお願いします。これ
から今年度の活動目標を発表させて頂きますが、
私の本当の目標は、ストレス太りですっかりふく
らんでしまったお腹を引っ込めることです。なん
とか年末までに達成したいです。でもロータリー
の活動計画より難しそう・・・
澤田將信会員
お世話になります澤田で～す。渡邊会長、石井幹
事、新年度スタートおめでとうございます。一年
素晴らしい年度になりますようご期待申し上げま
す。 先日、東京ビックサイトで開催されたフラ
ワードリームでは関係各位の方々にも観覧頂き心
から感謝申し上げます。二日間で５万２千人来場
されました。私もジャパンカップリーダーとして
無事に務めさせて頂きました。私事ですが全国花
キューピット総代会において常務理事、管理本部
長に就任いたしました。大変忙しい日々を過ごし
ており、来週も高知、愛媛と支部セミナーです。
申し訳ございませんが来週も例会欠席になります。
宜しくお願いします。
山口茂会員
皆さん元気してますか？今日も暑かったですね。
渡邊年度の初のクラブ協議会皆さん頑張りましょ
う。
棚澤正行会員
お祭りの関係で少し遅れます。ごめんなさい。

TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
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