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奉仕を通じて平和を
Hidenori Suzuki Gouverneur
RI Dist２５７０
重点課題は奉仕の追求

熊谷南ＲＣテーマ ： 初心に返る
第７２３回例会 会報
４月：ロータリー雑誌月間

親睦例会 ： 会員・奥様誕生・結婚記念
司会：井上哲孝 副幹事 国歌斉唱 ロータリーソング：奉仕の理想 四つのテスト：井上哲孝職業奉仕委員長

会 長 の 時 間
会長 渡邊 藤男

皆様こんばんは。
今年度も残り３ヶ月となりました。
無事トラブルもなくやってこられました。会員の皆
様のご協力あってのことだと思っております。感謝
申し上げます。
先週は、
熊谷市伊勢町のふれあい公園におきまして、
南ロータリークラブ１６本目の桜の植樹を行いまし
た。午前中にも関わらず、大勢の方のご参加ありが
とうございました。
例会に先駆けまして、第１０回理事会が開催されて
おります。議案といたしましては、前回理事会議録
承認の件。第３回上半期決算の件。退会届の件。４
月５日のプログラムの件等が承認されております。
この後、各委員長から報告お願い致します。

本日のプログラム ４月１７日（水）
3 クラブ合同例会
本日はロータリーの本質についてお話したいと思い
ます。最近先輩ロータリアンからよく出る話で、ロ
ータリーが変わった等の話をよく聞きます。
最近のロータリーは、規定審議会ごとに、ＥＡＳＹ
な方向に流れ、急速に変化しています。ロータリー
の哲学、倫理、思想というようなロータリーの本質
が変わっていくのではないか、という点です。ロー
タリーはただの親睦の集団になってはいけないと私
は思います。ロータリーの素晴らしいところは「自
分のことを後回しにして人のために役立ったことを
しよう」という人間の善意が実は自分のためにもな
る、これを体験的に信じている人の集いがロータリ
ーで、奉仕の理想とはこのことを指しているのだと
思います。
ＲＩは「ロータリーの真の姿」とは何かについて、
ＥＳＳで表されると発表しています。
Ｅ＝ＥＮＪＯＹ Ｓ＝ＳＴＵＤＹ Ｓ＝ＳＥＲＶＩ
ＣＥ これがロータリーの真の姿です。
と言っております。

幹

事

報

告

委 員 会 報 告
幹事 石井 一則

１． 地区より
＊4 月のロータリーレート 1 ドル＝94 円
＊ガバナー・ノミニー選出のご報告
＊覚書(ＭＯＵ)取り交わしのお願い
＊次年度地区補助金申請のご案内
＊地区大会 バッジの件
＊会員増強委員会より はがき
＊その他
２．米山記念奨学学友 Ｚａｗ Ｍｉｎ Ｌｗｉｎ
さんより
＊メール
３．熊谷市地球温暖化防止活動推進センターより
＊冬のエコライフＤＡＹ参加協力の御礼と結果
報告
４．熊谷西ＲＣより
＊5 クラブ合同ゴルフコンペ開催について(ご
案内)
５．高城神社より
＊春祭り「祈年祭」執行のご案内
６．米山梅吉記念館より
＊館報 Ｖｏｌ．２１
以上が届いております。

地区クラブ奉仕部門委員長 山口茂

地区の状況を報告

プログラム委員長 植竹知子

４月・５月の例会予定を発表

会員増強委員長 棚澤正行

吉田 博三 名誉会員 ご紹介
先月の理事会で承認され、名誉会員としてお迎え

する吉田博三のご紹介をさせていただきます。
吉田さんは当クラブのチャーターメンバーであり、
東クラブから移籍された創立メンバーであります。
東クラブでは会長を務め、
当クラブでは地区役員、
地区部門委員長、
ガバナー補佐まで経験されました。
そして、
海外のクラブと積極的に何度も足を運び、
コンタクトをとり、ベラルーシ共和国のＲＣ、オー
ストラリアのヤラバレーＲＣと当南クラブとで姉妹
クラブを締結していただきました。これはひとえに
吉田さんがいなければできなかった偉業だと思いま
す。
そして、当クラブの水戸黄門的な存在でした。
諸事情により退会されましたが、以前から名誉会
員としてお迎えしたくお願いしていたのが、今回渡
邊年度で実現しました！
職業分類としては、ご本人に確認をとりますが剣
道になるかと思います。
吉田さんは剣道でかなりの業績をを残した人です。
現役時代団体戦は関東で優勝、全日本で優勝、個
人戦は関東で優勝、全日本でベスト８、そして 20
代で教士七段、これは未だ前例がないことだそうで
す。
そして現在は、日本剣道連盟の顧問をせれていま
す。
以上でございます、皆様よろしくお願いします。

職業奉仕委員長 井上哲孝

会員スピーチの原稿提出を要請

米山奨学金贈呈
米山記念奨学生 黄・ボラさん

幹事 石井 一則

誕

生

会

誕生日おめでとうございます。
５月実施予定の親睦旅行の参加を呼びかけ

会員誕生お祝い
長谷川信会員
中島 勉会員

４月 ２日
４月 １０日

奥様誕生お祝い
井上哲孝会員奥様
長谷川信会員奥様
結婚記念
石井一則会員
岡部俊之会員

出

席

報

４月２２日
４月２５日

４月 ７日
４月１７日

告

例会日 ４月３日
会員数
出席
欠席
MU
２６
１７
９
０
お客様：米山記念奨学生 黄・ボラさん

出席率
６５％

棚澤正行会員
熊谷うちわ祭りの第弐本町區、本三四の総代長の
大役を拝命しました。お祭り関係者の皆様、よろ
しくお願いします！
塚越尚之会員
誕生月の皆様、おめでとうございます。
井上哲孝会員
皆様、こんにちは。春の嵐が通り過ぎましたね。
銚子市では最大瞬間風速４０ｍ／ｈを記録したそ
うです。私共の喫茶店チャチャポーヤの夜桜営業
を、明日木曜日と明後日金曜日(夜 9 時まで)の 2
日間に限って行います。奥様、ご主人、ご家族、
彼氏、彼女連れでお出かけ頂ければ幸いです。今
年は、周りの“ソメイヨシノ”もまだ花が残って
います。宜しくお願い致します。
清水保人会員
皆さんこんばんは。親睦旅行の参加者大募集中で
す。よろしくお願いします。
[会員誕生]
長谷川信会員
誕生日を祝って頂きありがとうございます。
[奥様誕生]
井上哲孝会員
妻に美しい花をありがとうございます。今月は、
私の妻の誕生月(４／２２)です。以上です。
長谷川信会員
妻に美しい花をありがとうございます。

ニコニコ BOX
発表 親睦活動委員 小澤高広
渡邊藤男会長・石井一則幹事
皆様先週の桜の植樹にご協力ありがとうございま
した。岡部さん、感謝申し上げます。
岡本庄一郎会員
4 月に突入しましたね。いよいよロータリーの次
年度が近づいて来ました。緊張しています。頑張
ります。
島﨑次弘会員
4 月になりました。巷では新年度になりましたが、
ロータリーの新年度までは、
もう 3 か月あります。
渡邊さんもう少しです。ガンバレ!!それにしても
お天気がおかしいですね～。誰のせいなんでしょ
うか・・・。
植竹知子会員
「花の命は短くて、あっという間に姥桜」女性の
一生、若き頃のことを詠んだ句のようですが、イ
ヤだなぁ!!今年は、寒暖の差が激しく、体調管理
大変ですネ。
健康に留意し春を満喫したいですネ。

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/

