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熊谷南ＲＣテーマ ： 初心に返る
第７１３回例会 会報
1 月：ロータリー理解推進月間

クラブ協議会 ： 上半期を顧みて
司会：中島勉ＳＡＡ

ロータリーソング：奉仕の理想

会 長 の 時 間
会長 渡邊 藤男

四つのテスト：井上哲孝職業奉仕委員長

本日のプログラム １月２３日（水）
会員スピーチ
幹

事

報

告
幹事 石井 一則

皆様こんばんは。本日は、クラブ協議会「上半期
を顧みて」です。発表される委員長は宜しくお願い
致します。また、発表された内容は、会報に載せま
すので、原稿もよろしくお願い致します。
昨日、
熊谷青年会議所の新年会に行ってきました。
熊谷青年会議所は、今年度、岡部太一理事長を筆頭
に 36 名でスタートらしいです。どこの組織も会員
の減少に頭をかかえている様です。
当クラブも来月はＩＭ、
籠原ＲＣとの合同例会と、
会員の皆様のお力をお借りしなければならない行事
が増えてまいります。会長、幹事ともに頑張ります
ので、
なにとぞ会員の皆様も宜しくお願い致します。

１． 地区より
＊第 5 回会長幹事会のご案内
＊2012－2013 年度下半期 地区分担金納入の
お願い
＊ＲＬＩ下期の開講中止について
＊県立羽生実業高等学校インターンシップ意
見交換会の開催について
＊その他
２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま１５４
３．高城神社より
＊節分祭の御案内

委 員 会 報 告
地区クラブ奉仕部門委員長 山口茂

職業奉仕委員長 井上哲孝

会員スピーチのお願い
社会奉仕委員会より 幹事 石井 一則

ク ラ ブ 協 議 会
会長 渡邊藤男

今年度のクラブ運営方針として、クラブ会員に例
会、懇親会等に参加して頂き、そこから会員同士の
連帯感を養ってもらう事をテーマとして掲げており
ます。
クラブとしての目標は、会員を増やし、新しい血
を入れることだと考えております。今年は年度初め
に、小沢会員が入会されました。下半期にはあと 2
人を目標に、担当の委員長とコミュニケーションを
図り、クラブに新しい血を入れたいと思います。
今年度は、クラブの活力の一環として、オープン
例会を開催して来ました。金蓮玉さんによるビジネ
スマナー、そして、藤倉さんによる社会的企業のス
スメというテーマで、2 回開催させていただきまし
た。そして年間を通して会員にスピーチして頂き、
年度末までに冊子を作ることを企画して、上半期で
は半分くらいの会員にスピーチして頂きました。2
月に２回、会員スピーチを行って、全会員のスピー
チを終了したいと考えております。なにとぞご協力
をお願い致します。
幹事 石井一則

献血移動例会のお知らせ
半年前に幹事に任命頂いてから何をやって良いか
判らず会長にご指導頂き、何とか半期を務める事が
出来ました。

クラブ奉仕・会員増強委員長 棚澤 正行
下半期は、ＩＭ・籠原ＲＣとの交流会・親睦旅行
等まだまだイベントが有ります、
会長と力を合わせ、
又会員の皆さんのご強力を頂きスムーズ及び楽しい
ＲＣ活動が送れる様に努めていきます！
会長エレクト 岡本庄一郎

基本方針の会長方針に則り、各委員会をサポート
し、IDM，炉辺会合を促し円滑なロ－タリー活動が
行えるようにするという部分は、上半期は参加させ
ていただいていた感じでしたので、下半期は積極的
に動いてみたいと思います。
渡邊会長年度も早いもので半期経過しました。私
もエレクトとしてこの半年間、鋭気を養い、次年度
役員を選ばせて頂きました。次年度には、万全の態
勢で臨むつもりです。
これから、各委員会の組織のあり方、また、ＲＩ
会長エレクトの方針を吟味し、私のこれからの方針
を決めていくつもりです。
メンバー各位の御協力、宜しく御願い致します。

会員増強の 3 名の純増はまだされていなく、岡部
会員選考委員長には「一回ぐらい仕事をさせてく
れ！」と言われておりますので、今回の小野寺会員
からのご紹介の方を是非次回の理事会にかけられる
ように頑張ってみます。
さらには、上半期は勧誘にせっかくのゲストデーを
生かしきれてないので、下半期は当クラブに来訪さ
れたお客様にもっとアプローチしてみたいと思いま
す。

ＳＡＡ 中島勉
会員選考・職業分類委員長 岡部俊之
代読 棚澤正行
すっかり楽な上半期を過ごさせてもらいました。
そろそろハンコ下さいと声がかかってきそうです。
プログラム委員長 植竹知子

上半期が過ぎ、ＳＡＡとして会長・幹事・各委員
長と連携し円滑な運営が、できていると思います。
下半期も、例会の準備・進行・秩序維持等に配慮
しますので会長以下、会員の皆様のご協力をお願い
致します。
最後に、上半期に例会欠席があり副ＳＡＡの加藤
公一会員には、大変ご迷惑をお掛けしました。
ＳＡＡの、任期を休まないように務めることを、
目標とします。

プログラム委員長として、例会プログラムを魅力
あるものとする為、会長と相談しながら上半期過ご
しました。ロータリアン以外の方も参加して頂ける
オープン例会を 2 回、8 月 29 日に、韓国人講師金蓮

玉さんの美しいビジネスマナーセミナー、11 月 28
日に、藤倉潤一郎氏の社会的企業のススメという外
部卓話者を依頼してのオープン例会、そして、12 月
14 日に、移動例会で、東京ガスさんの料理スタジオ
にての料理教室を企画しました。オープン例会は、
外部の方が多く参加され違った雰囲気でした。料理
教室は日程が年末だったという事で参加者が少なく
残念でした。
下半期は、市民活動家やサークル等をやっておら
れる方をお呼びし、お話しをして頂こうと企画中で
す。どうぞ、ご期待ください。

会報広報委員長 塚越尚之

親睦活動委員 小沢高広
広報を６ヶ月作りましたが予想以上に大変な作業
だというのが本音です。
当初は、皆様の発言を掲載したいと考えていました
が、いざパソコンの前に座ると発言の趣旨を私の文
章で正確に伝えられないことに気がつき、写真の多
い広報誌になってしまっています。
あと半年ですが、できるだけ発言いただける方から
の文章提出をお願いします。
研修リーダー 李一孝

上半期を顧みて
上半期は８月８日の納涼例会、１２月２６日のク
リスマス例会が行われました。また、熊谷東ロータ
リークラブと旅行や野球観戦等の交流も活発に行わ
れました。
親睦例会においては、誕生日発表・おめでとうの
乾杯そして会員による挨拶と 1 人 1 人へのお祝いの
気持ちが込められた会になってきていると感じます。
会長の方針のとおり、顔を付き合わせながら、会員
相互・来訪者・他クラブ・ご家族との親睦を深め、
良き理解者を作る親睦活動が行われたのではないか
と思います。
出席ニコニコ BOX 委員長 加藤公一

初心に返るという会長方針に従って、卓話を予定
しております。
ロータリーの基本や原点を学んでいきたいと思っ
ております。

職業奉仕委員長 井上哲孝

国際奉仕委員長 山口茂

渡邊年度「職業奉仕委員会・委員長」の井上哲孝
です。本年度の基本計画としましては「本年度活動
計画書」をご参照いただければと思いますが、とり
わけ「②渡邊会長の計画に鑑み、より具体的な内容
を追求していく事を目標とする。」としており、そ
れに対して、上半期年初計画の達成状況を発表しま
す。①例会にて、全ての会員の卓話を行い、年度終
了時、１冊の冊子にまとめる。⇒順調に推移してお
ります。②「高校生職業体験プラン」の実施。⇒当
クラブ・澤田会員のご好意により無事完了。③「職
場訪問」の実施。⇒当初予定企業との時間調整がう
まく行かず、
残念ながら実施困難な状況。
④例会時、
「４つのテスト・唱和」を実施する。⇒順調に推移
しております。
下半期、目標達成のため努力して行きます。宜し
くお願いします。

ロータリアンが国際理解、親善、平和を維持する
ために実施する数多くのプログラムや活動を包含す
るものであるために、現在の当クラブの姉妹クラブ
以外で、近いアジア内での姉妹クラブ締結を検討致
しましたが、現在は未定の状況です。

新世代委員長 長谷川信 代読 石井一則

地域環境保全委員長 小野寺弘行

新世代・新世代委員会を担当させていただきます
長谷川です。本日は所要にて欠席していまい、申し
訳ありません。
上半期をかんがみてとのことですが、現在の活動
はほとんど行っていない現状で、新世代の基本方針
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。

2012 年 11 月 11 日（日曜日）移動例会荒川の恵み
と熊谷を考える集い（荒川河川敷のゴミ拾い）に会
員 8 名他 1 名合計 9 名にて参加してきました。今回
のゴミはたばこの吸い殻が多く下半期は委員会活動
として積極的に禁煙運動に力を入れて地域環境保全
に努めていきたいと思います。

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。
今後の活動としましては新世代を理解していくこ
とを進めるようにしたいと思います。

ロータリー財団委員長 佐川順一

邊会長に出席して頂く。この他にもセミナーなど何
度か都合の付かない事があり、会長・幹事さんには
大変お手数をおかけしました。
最後に米山功労者の件は予定通り新井正一会員に
先月に寄付金を振り込んで頂き、すでに地区へ送金
済み。近いうちに月信にも載り、記念品も贈られて
くるので、その時には、新井さんに例会に出てもら
い会長から授与して頂く。
以上がこの半年分の経過です。７月の最初のクラ
ブ協議会で発表した目標は大体達成できたのではな
いかと思います。下半期も奨学生との交流と米山奨
学事業への理解を深めて頂くように努力したいと思
います。

米山記念奨学委員会 委員長 島﨑次弘
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例会日 １月１６日
会員数
２６

出席
１５

欠席
１１

MU
０

出席率
５８％

ニコニコ BOX
発表 親睦活動委員長 加藤公一
米山記念奨学委員会の上半期の経過を順に追って
いきますと、
7 月 8 日（日）第 1 回地区部門セミナー開催（東松
山紫雲閣）
。7 月 20 日（日）奨学生のファン・ボラ
さん熊谷うちわ祭を見学。ゆかたも着てもらって、
大変に盛り上がっている大勢の観客に混じって、勇
壮な屋台の叩き合いを見てもらい、日本の文化や熊
谷の人達の熱気を肌で感じてもらう。
8 月 14 日 15 日秩父音頭祭に参加。又、当クラブ
の納涼例会に出席。最後の週の外部から卓話者を招
いてのオープン例会にも仲間の奨学生と一緒に参加。
9 月は米山の研修旅行はファンさんの都合がつか
ず今回は欠席。9 月末には奨学生には義務の第 1 回
目のレポートを提出。
10 月の米山奨学月間は、17 日の例会にファンさ
んの卓話と、奨学生ＯＢである米山学友達のその後
の活動・活躍を紹介したＤＶＤを会員の皆さんとフ
ァンさんにも一緒に見てもう。又、ファン・ボラさ
んはこの米山月間にちなんで第２５７０地区の３ク
ラブに卓話に招かれてスピーチを行う。いいスピー
チをしたとなかなかいい評判。
又、
１０月２８日
（日）
には第２回目の地区部門セミナーが同じく東松山紫
雲閣で開催される。
１２月９日（日）の米山のクリスマス会はカウン
セラーの高田さんと委員長の私の都合がつかずに渡

渡邊藤男会長・石井一則幹事
本日はクラブ協議会です。発表される委員長は本
日宜しくお願い致します。風邪をひいている方が
多いようですが、
皆さん身体に気をつけて下さい。
棚澤正行会員
今日は、クラブ協議会でしたっけ！？何か話しま
すねん。
島﨑次弘会員
今年の冬は寒いですね～。お互いに風邪をひかな
いように気をつけましょう。今日のクラブ協議会
よろしくお願いします。
塚越尚之会員
今年もよろしくお願いします。

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
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagaya-south-rc.com/

