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熊谷南ＲＣテーマ ： 初心に返る
第７３２回例会 会報
６月：ロータリー親睦活動月間

クラブ協議会 一年を顧みて
本日のプログラム ６月２６日（水）
引継例会

会 長 の 時 間
会長 渡邊 藤男

次年度の岡本会長には、会員とのコミュニケーシ
ョンを忘れず、会員と一緒にクラブ運営を行えば、
きっと良い一年になる事だと思いますので、コミュ
ニケーションを忘れずにお願い致します。

挨

拶
名誉会員 吉田博三様

皆様、こんばんは。今年度も本日の例会を含め、
２回となりました。各委員会の委員長様等には、大
変お世話になりました。本日はクラブ協議会で、
「一
年を顧みて」です。発表される委員長様には、発表
をよろしくお願い致します。
今年度私が年間を通して言い続けてきたのは、
「コ
ミュニケーション」です。ロータリーでは、出席率
が低下しているのは、プログラムがつまらないから
だとか、プログラムが充実してないからだとか言う
会員が多数います。まことにお粗末な言い訳にしか
聞こえないのは、私だけでしょうか。会員同士がコ
ミュニケーションをとり、ロータリーの例会に出席
すれば、
きっと楽しいロータリーライフを送れると、
私は信じております。

幹

事

報

告
幹事 石井 一則

うという企画を立てました。これは植竹プログラム
委員長によるご尽力があったからできた企画だと思
います。また、今年度の例会の中で会員のスピーチ
を年間通してやってきました。色々な職業の方がい
ますが、短い時間ではありましたが、仕事に関して
のお話しをしていただきました。ただいま「我等の
生業」という冊子を作っております。今年度中に皆
様にお配りできればと思っております。皆様のご協
力に感謝申し上げます。
会長エレクト 岡本庄一郎

１． 地区より
＊「感謝状」
＊地区分担金納入のお願い
２．ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま 159
以上が届いております。

クラブ協議会・一年を顧みて
幹事 石井 一則
会長 渡邊 藤男

今年度の南ロータリークラブのテーマは「初心に返
る」です。
昨年度、当クラブは 15 周年の記念の年でありまし
た。今年度は 20 年 25 年に向けての第一歩の年とい
うことでスタートしました。
クラブの組織としては、
7つの部門に11の委員会とクラブ研修リーダーとい
う委員会構成ですが、色々な年代、色々な職業の方
がいらっしゃいます。そこで今年度は組織を活用し
ようと考えました。石井幹事には委員長との間に入
って色々調整等大変お世話に成りました。また、今
年度は外部からの卓話者を呼び、色々勉強しましょ

二年前に渡邊会長エレクトより幹事の依頼が有り二
つ返事で了承してしまいましたが、
正直こんなに大変とは思わず後になって随分後悔し
ました。
就任直後移動例会で職場訪問の企画があり初めての
イベントの為張り切って段取りをして
もう少しと言う所で先方の都合にて頓挫！ショック
でした！
しかし、会長をはじめ各委員会の委員長さん・会員
の皆さんに指導、協力して頂きその後
スムーズに運ぶ事が出来ました。
最初の頃は出席率も芳しくなく食事の数などもかな
り敏感になっていましたが、後半過ぎ
から出席者も多く終盤に出席率も良くなりました。

最後に残念なのは数名の退会者が出て
しまった事です。
皆さん一年間、有難う御座いました。
ＳＡＡ 中島 勉
ＳＡＡとして基本方針をあげながら、私が長期間
例会を欠席したこと、
大変申し訳ありませんでした。
例会出席者が少なくなっていることが心配です。
副ＳＡＡの加藤公一会員・会長・幹事・各委員長
と参加会員の皆様のおかげで活動できたこと、感謝
致します。次回の引継例会まで、宜しくお願い致し
ます。
クラブ奉仕・会員増強委員会委員長 棚澤正行

（当クラブとしては予算計上あり）。
３．国際交流活動への協力については熊谷国際交流
スピーチコンテストに協賛協力
４．海外姉妹クラブとの交流について当クラブの姉
妹クラブのアッパーラャについては、当クラブ
会員、会長の要望も無かったので無し
ベラルーシについては、現地政局不安と、現在
ベラルーシ大使館との交流不足のため無し。
今年度の世界大会のポルトガルのリスボンに、私を
含む当クラブより、２人３人の出席を検討しました
が次年度の件で、地区での色々の事が多く、とても
行ける余裕が無かった次第です。
今回当地区としては５０名が参加と少なく、今年度
と次年度の地区の件が最後まで関係したような
１年でした。皆様のご協力に感謝申しあげます。
新世代委員会委員長 長谷川 信(代理発表)

クラブ情報を充実させる為に、各委員会をサポー
トし、ＩＤＭ、炉辺会合を開き、円滑なロータリー
活動が行えるようにすると掲げていましたが、ＩＤ
Ｍに参加する事、多少の書類のチェックしか出来ま
せんでした。
活動計画としては、各委員会へのアドバイス、サ
ポートもなかなか出来ず、ロータリーを体験して頂
くためのゲストデーは、何日か会長に設けて頂きま
したが、入会にはつながりませんでした。しかも 3
人も退会に。
唯一、吉田名誉会員をお迎えできたことが良かっ
たと思います。
今度同じポジションについた暁には、
このようなことがない様に頑張ります。以上

新世代委員会を担当させていただきました長谷川で
す
本日は所要にて欠席していまい、申し訳ありません
１年をかんがみてとのことですが
今年度の活動はほとんど行っていない現状で終わっ
てしまい
残念なことではあり自分の力不足で申し訳ありませ
んでした。
次年度より名前も変わり重要な委員会になってくる
とオこいますので次年度の活動を楽しみにいたした
いと思います
プログラム委員会委員長 植竹 知子

国際奉仕部門委員会委員長 山口 茂(代理発表)
活動計画報告
１．海外姉妹クラブ締結は、タイ、フィリピンの２
カ国を地区、国際奉仕委員会の協力にて、個人
的にメークアップして確認しましたが、現在の
当クラブとしては不可能との事で実現不可。
２．世界平和フォーラム参加推進は広島大会には第
２５７０地区としてはクラブ会員は費用の関係
で出席しなくても良いとの事でしたので欠席

基本方針に則り、会長方針の月一度魅力ある卓話
者を呼んで下さいとのご要望にお応えし、オープン
例会とし、
8 月 美しいビジネスマナーセミナー
キム・ヨノクさん
11 月 社会的企業のススメ 藤倉潤一郎さん
3 月 市民活動団体紹介

ピンクリボン 栗原さん・大久保さん
オレンジリボン 杉田さん
熊環連 栗原さん
5 月 江戸しぐさに学ぶ繁盛しぐさ 高原光子さん
時代に合わせた卓話者を選出し、卓話をお願いし
ました。女性の参加が多くなり、雰囲気も変わって
良かったです。

財団委員長として当初の年間計画通りにはいきませ
んでしたが、それでも、ポールハリスフェローとし
て、井上哲孝 会員、ヴェネファクターとして渡辺
藤男会長にご協力いただきまして無事に任務を達成
できたことを皆様にご報告いたします。 万事至ら
ぬ R 財団委員長でございましたが、この一年間ご協
力ありがとうございました。
地域環境保全委員会委員長 小野寺弘行

出席・ニコニコＢＯＸ委員会委員長 加藤公一

親睦活動委員会委員長 清水 保人(代理発表)
上半期は８月８日の納涼例会が熊谷市内レストラ
ン「アミュゼ」において行われ熊谷東ロータリーク
ラブからのお客様も大勢のご参加を頂き、食事とワ
インを楽しみながら親睦を深める事が出来ました。
１２月２６日のクリスマス例会はガーデンパレス内
「コノシュア」にて、食事とタヒチアンダンスを楽
しみました、可愛らしいダンサーの一生懸命な踊り
に参加者一同感動しました。さらに熊谷東ロータリ
ークラブとの伊香保旅行や東京ドームでの野球観戦
等の交流も活発に行われました。
下半期は５月１２日・１３日の１泊２日で鎌倉・
箱根への親睦旅行が好天に恵まれ、鎌倉山倶楽部で
の懐石料理に箱根水明荘での温泉そして観光を盛大
に楽しみました。
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たと感じます。
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。
皆様のご協力により無事故にて親睦活動をおこな
う事が出来ました、
大変にありがとうございました。
ロータリー財団委員会
一年間、大変お世話になりました。

佐川 順一

会報・広報委員会委員長 塚越 尚之(代理発表)
本日は、クラブ協議会に出席できず申し訳ありませ
ん。
会報の担当を仰せつかり 11 ヶ月が経過し、残すと
ころあと 2 回になりホッとしています。
簡単に引き受けてしまいましたが、いざパソコンに
向かい作り始めると悩むことだらけでスタートし、
回数を重ねるごとに形になってきたかなと感じたの
も少し間で、最近は写真を貼り付けて少しの文章を
書くだけの会報になってしまいました。
いま感じることは、
「今週の土曜日には、いま出席し
ている例会の広報を作るんだ」という思いで、例会
に参加してきたことで、何となく参加していた前年
度の 1 年よりロータリーに関して少しだけ実りある
１年だったかなということです。
1 年間ご協力ありがとうございました。

出

席

報

告
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

例会日 ６月１９日
会員数
出席
欠席
２６
９
１６
お客様・名誉会員 吉田博三様

MU
１

出席率
３８％

ニコニコ BOX
発表 親睦活動委員長 加藤公一

吉田博三名誉会員
無事自動車免許の更新が出来ました。
渡邊藤男会長・石井一則幹事
吉田名誉会員たびたびの例会出席ありがとうござ
います。本日はクラブ協議会です。発表される委
員長の方、宜しくお願い致します。
岡本庄一郎会員
いよいよ渡邊年度が最終ラウンドになってきまし
た。私は今、逆に青い顔になっています。皆様、
御協力宜しくお願い致します。
植竹知子会員
6 月梅雨が終わると、すぐＲＣの年度替わり、そ
してうちわ祭ですネ。うちわ祭もっと２ガイド 7
月 3 日発行です。今最終校正中です。仕上がった
ら皆さんにもお渡しします。
棚澤正行会員
吉田名誉会員、本日は雨の中お出で下さりありが
とうございます。クラブ協議会よろしくお願いし
ます。
島﨑次弘会員
渡邊さん、石井さん、いよいよあと 2 回ですね。
しまって行きましょう。今日のクラブ協議会よろ
しくお願いします！！
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