ＫＵＭＡＧＡＹＡ ＳＯＵＴＨ
Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ
Ｓａｉｔａｍａ ＲＩ
Ｄｉｓｔ．２５７０
２０１３．４．１７・２１
President：Fujio Watanabe
Secretary：Kazunori Ishii
Hotel Garden Palace
Sayada3248-1 Kumagaya shi

Ｎｏ．３７・３８

Sakuji Tanaka
RI President,2012-13
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７２４・７２５回例会
第７２４・７２５回例会 会報
４月：ロータリー雑誌月
４月：ロータリー雑誌月間
会 長 の 時 間
会長 渡邊 藤男

本日のプログラム ５月１日（水）
地区協議会の報告
本日は「我等の生業」をテーマにした 3 クラブに
よる会員スピーチです。発表される会員の方、宜し
くお願い致します。
まずは、南ロータリーの近況報告を致します。
3 月 27 日、熊谷市の伊勢町にあります、ふれあい
公園におきまして、南クラブ 16 本目の桜の植樹を
行いました。20 周年に向けての 1 本目になります。
これから 5 年間はふれあい公園におきまして植樹を
致します。また同日、当クラブ岡部会員の施設にお
きまして、地区より頂きました八重紅しだれ桜を植
樹いたしました。これはロータリーの広報活動の一
環として、地区が各クラブに配ったものです。広報
活動に役立てば幸いと考えております。

皆様こんばんは。本日は 3 クラブ合同例会です。
親愛なるロータリアンの方々には、多数お集まりい
ただきましてありがとうございます。感謝申し上げ
ます。

前回の例会では、
「ロータリーの真の姿」という事
をスピーチさせていただきました。ロータリーの真
の姿は、Ｅ・Ｓ・Ｓで表されるといっております。
Ｅ・ＥＮＪＯＹ Ｓ・ＳＴＵＤＹ Ｓ・ＳＥＲＶＩ
ＣＥ これがロータリーの真の姿ですとスピーチさ
せていただきました。
本日は、ロータリーは修業の場であるという事を
スピーチさせていただきます。
ロータリーの理想とする奉仕は、世間に対して物
質的な寄付、お金を施設等に寄付をするという事で
はないのではないかと思います。むしろ精神的なも
のではないかと思います。物質的なものはその次だ
と思います。

まずロータリーでやらなくてはいけないのは、会
員の道徳的水準を高めることが基本だと思います。
道徳的水準が高まれば、職業的水準も高まると思い
ます。会員の道徳的水準を高めるのは、例会への出
席です。例会に出席して、お互いに切磋琢磨して、
会員とのコミュニケーションをとれば、道徳的水準
はきっと高まると思います。皆さん例会に出席しま
しょう。
皆様本日は宜しくお願い致します。
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７．東松山ＲＣより
＊創立 50 周年記念式典招待状
以上が届いております。

会

長

挨

拶
熊谷東 RC 草薙会長

告
幹事 石井 一則

１． 地区より
＊地区大会における指導者研修セミナーのご
案内
＊地区大会における選挙人名簿提出のお願い
＊「世界寺子屋運動」
「環境保全支援運動」に
ついて
＊第 7 回ＲＹＬＡ報告書
２． 秩父ＲＣより
＊「ロータリーの森」の奉仕活動参加のお願い
について
３．熊谷市国際交流協会より
＊熊谷市国際交流協会役員会並びに総会・懇親
会の開催について（通知）
＊シェイクハンズの送付及び平成 25 年度会費
納入について
４．さくらマラソン大会会長より
＊第 23 回熊谷さくらマラソン大会終了にあた
って(お礼)
５．ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま 157
６．熊谷東ＲＣより
＊第 33 回熊谷青少年(新世代・チャリティ)剣道
大会のご案内

先日の私達東クラブの移動例会に、渡邊会長、石
井幹事、金蓮玉（キム・ヨノク）さんにご参加いた
だきましてありがとうございました。ロータリーの
友情に心から感謝申し上げます。
金蓮玉さんにお手紙をいただきまして、屋形船、
幇間芸など初めての経験で、感動的な一日を過ごす
ことができましたと大変喜んでいただきました。日
本の文化に魅せられその素晴らしさを、世界に発信
していきたい夢を持っていらっしゃるとのこと、今
は江戸文化にとても興味を持たれて勉強をなされて
いるそうです。
先日の江戸へのタイムスリップの体験から、日本
人の生活の知恵のもとの“江戸しぐさ”
。雨や雪の日
に互いに濡れないよう傘を傾けすれ違う
「傘かしげ」
。
肩が触れないよう互いに体を斜めにしてすれ違う
「肩引き」
。
足を踏まれたら踏んだ方はもちろん謝り、
踏まれた方はとっさに避けられなかった、うかつで
・ ・・・

したと謝る「うかつ謝り」等。粋でシャイで奥ゆか

しさもある美しい日本人の心“江戸しぐさ”は人が
みな笑顔で暮らせる大切な心得だと思います。私達
は伝統文化をもっと大切にして次の日本社会を考え
残していきたいものです。
今夜は渡邊会長より合同例会のお話をいただきま
して、感謝申し上げます。そして南クラブ、西クラ
ブの皆さまと共にお互いの友情と、共に強い絆のも
とに今後更に親睦を深めて参りたいと思います。

お 客 様 挨 拶
熊谷南 RC 特別代表 清水利夫 様

熊谷西 RC 田代会長

我 等 の 生 業
㈱カメラのコバヤシ 代表取締役 山口茂

合同例会にお招き頂き有難うございます。熊谷西
ロータリークラブ会長の田代充雄です。
当クラブは会員が少ない為一人で何役もこなしてお
りますが、本日は会長として、地区委員長として、
そして我等の生業の会員スピーチ発表者として参加
させて頂きました。宜しくお願いします。
まず会長としてですが、当クラブは来月５月３０
日（木曜日）に熊谷ゴルフクラブにて開催が予定さ
れております「５クラブ合同ゴルフコンペ」のホス
トクラブとなっております。１５組を予約しており
ますので南クラブさん、東クラブさんとも３組のエ
ントリーを宜しくお願いします。

方針「店はお客様の為にある」
「サービスを添えての販売」
会社は個人所有でなく、当店を信頼して来店買い
上げして頂くお客様と、お客様と商品の橋渡し的な
サポートが社員であり、又、サービスは色々の方法
があり、お客様が喜んでもらえるサービスは、お客
様各人で違い、その顧客にあわせたサービスを各人
が考え、行動し、お客様から「ありがとう」
「又、来
るよ」
「他のお客様を紹介するよ」等々がお客様の言
葉、態度から感謝のお礼が出た時の喜びを味わって
もらうように日々努力しており、各社員が健康で明
るく、
楽しく、
充実した毎日を過ごすことが出来て、
頑張れるよう、そして各人自らの頭と身体で考え、
気づき、行動し結果が良い結果となるべく努力して
もらっています。現在は社内会議も必要な時に、必
要な人が、必要な時間を決めてやっております。
当社は、創業昭和 24 年、創業者小林五郎社長で、
その屋号が小林カメラ店→㈱カメラのコバヤシと法
人化して、私が 2 代目社長として、昭和 49 年に入
社し、多店舗化して、鴻巣市から群馬県渋川市まで
10 店舗及び卸部を作りましたが、店舗は縮小し、現
在は熊谷市内 2 店舗と全国ネット販売と会社関係、
官公庁にしぼって映像の全てとＳＯＮＹ特約販売店
として現在に至っております。
皆々様のご来店をお待ちいたしております。
ありがとうございました。
熊谷西 RC 田代充雄 様

熊谷東 RC 細川末廣 様

会場風景
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例会日 ４月１７日
会員数
２６

出席
１１

欠席
１４

MU
１

出席率
４６％

欠席

MU

出席率
％

例会日 ４月２１日
会員数
２６



出席

ニコニコ BOX
発表 プログラム委員長 植竹知子

熊谷東ＲＣ(熊谷南ＲＣ特別代表)・清水利夫様
熊谷南ＲＣは、平成 9 年 5 月 7 日に創立されまし
た。親クラブとしての熊谷東ＲＣ、伯父クラブと
しての熊谷西ＲＣと、その会員の身案様に支えら
れて本日を迎えることが出来ました。今後とも熊
谷南ＲＣをよろしくお願い申し上げます。

前歯のカドが欠けてしまったので、エル歯科医院
の李先生に見て頂いたところ、欠ける前以上に完
璧に、きれいに直して下さいました。日々、歯科
医療のレベルアップを図る職業奉仕を実践されて
いる李一孝会員に敬意を表します。
熊谷西ＲＣ・会長田代充雄様
本日はお世話になります。いろいろ勉強して帰り
たいと思います。
熊谷西ＲＣ・原口安太郎様
久しぶりに皆様に逢えて、うれしい気分です。本
日は楽しく過ごさせていただきます。
渡邊藤男会長・石井一則幹事
本日は 3 クラブ合同例会です。熊谷東クラブ、熊
谷西クラブの皆様、本日宜しくお願い致します。
山口茂会員
熊谷東ＲＣ、熊谷西ＲＣの皆々様との合同例会、
先月より首を長～くして、楽しみにしておりまし
た。本日はよろしくお願い致します。
岡部俊之会員
先日は私の特別養護老人ホームへ、由緒あるしだ
れ山桜を 5 本もいただきありがとうございました。
又メンバーの方々も一緒に植樹に立ち会っていた
だきました。三十年後には生きている人だけで花
見を楽しみたいと思っています。
岡本庄一郎会員
こんばんは！南クラブの岡本です。会長エレクト
です。次年度も 3 クラブで合同例会、開きたく、
宜しく御願い致します。
棚澤正行会員
本日は、合同例会ですね。東クラブ西クラブの皆
様よろしくお願いします。
清水保人会員
熊谷東ＲＣ、
熊谷西ＲＣの皆様、
本日の合同例会、
宜しくお願い致します。
植竹知子会員
東クラブ・西クラブの皆様よろしくお願い致しま
す。有機溶剤のチェックで、労働基準監督署の調
査予定があり、頭が痛かったのですが、メンバー
の塚越労務士さんにアドバイスを頂き、助かりま
した。

地
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大
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各種 表彰

平成２５年４月２１日 クレアこうのす
鈴木秀憲ガバナー挨拶

記念公演 早稲田大学名誉教授吉村作治氏

「あなたたちのピラミッドをみつけて
ＲＩ会長代理 挨拶

夢を実現しよう
実現しよう」
しよう」

埼玉県知事 挨拶
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