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     会長 岡本 庄一郎 

  皆さんこんばんは！毎日暑い日が続いており

ます。体調に気を付けていきましょう。 

 本日は、ガバナー公式訪問です。国際ロータリー

第 2570 地区ガバナー中井眞一郎様、そして地区副

幹事の五十嵐俊昭様と市川雅己様をお迎えしており

ます。ようこそ熊谷南ロータリークラブへご来訪頂

きました。すでに何回か熊谷へきておると思います

が、特に今年の8月は暑く、熊谷でも数年前、40.9℃

という暑さで日本一になりました。今年は数日前に

四国の四万十市に41.0℃が出まして、日本一を返上

致しました。残念といおうか、良かったのか、熊谷

市民とすると残念に思っている人の方が多かったか

と思います。逆に考えれば、これから熊谷は涼しい

のだという事をアピールするチャンスだと思います。 

 私達のクラブは、創立して17年目を迎えました。

2570 地区の中では一番若いクラブではないでしょ

うか。私達は地域の人達との融和、自然を大切に環

境に優しいをテーマにしていこうと考えています。 

 さて本年度中井ガバナーは、テーマとして継続、

変革、簡素、充実を掲げています。非常にわかり易

いと思います。私達もそれを実行に移しています。 

 創立以来 17 年間ずっと継続している事がいくつ

かあります。熊谷市の管理している公園がいくつか

ありますが、その公園に発足以来毎年毎年、1 本ず

つ桜の若木の植樹を続けています。4 月になると一

斉に見事に咲き、市民から非常に喜ばれています。 

 熊谷には、南に荒川が流れています。4 月になり

ますと、荒川堤は桜の花見客で賑わいます。市民の

憩いの荒川堤です。しかし1年たちますと、河川敷

がごみの山になります。熊谷の自然環境を大切にす

る保護団体と組みまして、11月頃に一斉にゴミ拾い

をします。相当大掛かりでやります。我々南ロータ
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リークラブのメンバーも毎年お手伝いをします。熊

谷にロータリークラブは5クラブありますが、参加

クラブは南ロータリーだけです。 

 淡水魚で、熊谷市と埼玉県で保護している淡水魚

のムサシトミヨがいます。我々南クラブのバナーに

も描かれています。熊谷市を中心に埼玉県北部にの

み生息しています。絶滅寸前の状態でした。保護活

動としてムサシトミヨの保護の啓蒙、越夏調査に参

加、ムサシトミヨを理解する為の卓話、講習への参

加、創立以来 17 年間ずっとやっています。継続は

力なりです。以上社会奉仕委員長の塚越さんがクラ

ブ協議会で御話があります。 

逆に南ロータリーとしても問題はあります。会員

の減少です。17年前創立当時は50人でしたが、残

念な事に前年 3名の退会が出て、現在 23名となっ

てしまいました。どこのクラブでも苦労していると

思いますが、会員の減少は士気にもかかわり、出席

率も落ちます。 

会員数の維持、会員の増強、一生懸命努力してい

るところです。私は毎週例会で必ず増強を口に出し

ます。1人が1人増強してくれと御願いしています。

常にその意識を持ってくれと言い続けます。そのせ

いか、メンバーの意識も少し変化し、3～4名の方が

例会見学に新しい人を誘ってくれています。今入会

交渉中です。これからも粘り強く増強に努めます。 

この小さな県北の熊谷に、ロータリークラブが 5

クラブあります。その他にライオンズクラブが3ク

ラブ位あります。熊谷は 20 万市民ですが、市町村

合併で 20万人ですので旧市街地は 15万人位です。

それでロータリーが 5 クラブでは多すぎる位です。

若い人は熊谷青年会議所を卒業すると殆ど、熊谷ロ

ータリークラブへ誘われてしまいます。ですから熊

谷ロータリークラブは常に 90 名以上を保っていら

れます。愚痴を言っても仕方ありません。努力しま

す。 

ガバナーのテーマの一つ、「簡素」であれ。これに

も同調出来ます。ガバナー補佐訪問、公式訪問の簡

素化、毎年毎年訪問の時期が来ますと、一か月位前

から準備に追われます。例会もその予行演習になり、

その他にいろいろやりたい事に手がつきません。 

その他の公式行事での時間の短縮にも非常に助か

ります。落ち着いてクラブ活動にも力が入れられま

す。 

今迄、毎年ガバナー月信等カラフルで立派な冊子

が配られますが、地区の方々には良いかもしれませ

んが、一般会員の方は1度ちょっと目を通してあと

はそのまま、という感じではないでしょうか。資金

も相当かかって非常にもったいないと思います。毎

回メールで知らせるという事で、相当予算の削減に

なると思います。 

ロータリーの例会も、楽しく、面白く、充実して

いかねばならないと思います。出席し易く、出席し

て良かったと思える例会にしたいと思います。これ

から、出席率をあげたい。ニコニコＢＯＸの投函を

促したい。以上まとまりのない話で申し訳ありませ

んでした。 

あとはこの後のクラブ協議会で担当委員長からの

報告があります。宜しく御願い致します。御清聴有

難うございました。 

 

                                                                                                                    

 

 

 

   幹事 井上 哲孝 

 

＊青少年奉仕委員会セミナー案内 

＊富士見ＲＣ 例会場・事務所の住所変更お知

らせ 

＊和光ＲＣ 例会日の変更について 

＊会員増強詳細報告2013年8月 

＊第 12 回日韓親善会議ご参加のお願い（第 2

報） 

２．ＲＩより 

  ＊ロータリーの新ウェブサイトについて 

３．ロータリー米山記念奨学会より 

  ＊ハイライトよねやま１６１ 

４．米山梅吉記念館より 

  ＊館報２２ 他 

５．熊環連より 

  ＊研修旅行のお知らせ 

６．埼玉県腎・アイバンク協会より 

  ＊設立二十五周年記念式典のご案内 

以上が届いております。 

 

 

中井ガバナーと地区副幹事五十嵐・市川様の紹介を

する澤田副会長 
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青少年奉仕委員長 島﨑次弘 
 

 年間の活動の基本方針は、岡本会長の運営方針に

則り、会員の皆さんにロータリーの青少年支援活動

に理解を深めて頂くことです。 
 

 当クラブは、現在は青少年奉仕としての大きな活

動はしておりません。地区の担当役員や、ローテッ

クスなど交換留学生OBをお招きしての卓話などが

メインになっております。 
 

 当クラブは１９９７年の創立以来今年度で１７年

目に入りましたが、以前は大変青少年奉仕に力を入

れていた時期もありました。２，０００年から２，

００４年にかけて、４人の日本の留学生を送り出し、

４人の海外からの留学生の受け入れをした実績があ

ります。その後は会員数の減少もあり、ホームステ

イをさせるホストファミリーやカウンセラーに大き

な負担がかかることから、青少年交換プログラムに

は参加しておりません。 
 

 それでは今年度何をやるかですが、まず来月の１

１日に地区青少年奉仕委員長でガバナーノミニーで

もいらっしゃいます坂本元彦さんに卓話にきて頂く

ことになっております。またプログラムの調整がで

きれば、交換留学生や留学生OBをお招きして卓話

や会員の皆さんと交流する機会が作れるように会長

にお願いしたいと思います。 
 

 青少年交換プログラムにつきましては、他クラブ

でも単独で取り組むのが難しくなっているようで、

私の兄が所属しております行田さくら RC も行田

RC・吹上RCと３クラブ合同で一人の留学生をホス

トしております。このように他クラブと協力して参

加するのも、今後検討する価値があると思いますの

で、機会があれば、他クラブの取り組みも紹介した

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員会 加藤委員長 

職業奉仕委員会  棚澤委員長 

ロータリー財団  岡部委員長 

国際奉仕委員会  小澤委員長 

米山奨学委員会  渡邊委員長 

社会奉仕委員会  塚越委員長 

 

 

 

 

 

� 出 席 報 告 

  

例会日 ８月２１日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

２３  １８  ５ ０ ７８％ 

お客様： 

ＲＩ第2570地区ガバナー 中井眞一郎様 

   〃    副幹事  五十嵐俊昭様 

   〃    副幹事  市川雅己様 

名誉会員 吉田博三様 
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� ニコニコ BOX 

 

岡本庄一郎会長・井上哲孝幹事 

 皆様こんばんは。中井眞一郎ガバナー、市川雅己

副幹事、五十嵐俊昭副幹事、ようこそ熊谷南ＲＣ

へお越し下さいました。本日ご指導の程、宜しく

お願い申し上げます。 

吉田博三名誉会員 

 中井ガバナー、ようこそ熊谷南クラブへ。よろし

くご指導お願い致します。 

澤田太郎將信会員 

 お世話になります。澤田で～～す。本日は中井ガ

バナーようこそ心から歓迎致します。またよろし

くお願い致します。 

山口茂会員 

 中井眞一郎ガバナー公式訪問ありがとうございま

す。五十嵐俊昭副幹事、市川雅己副幹事御苦労様

です。 

清水保人会員 

 中井ガバナーようこそ。本日はよろしくお願いし

ます。 

渡邊藤男会員 

 中井ガバナーようこそ、南ＲＣへ。本日クラブ協

議会宜しくお願い致します。 

植竹知子会員 

 中井ガバナー本日はよろしくご指導お願い申し上

げます。7 月末より広島へ行ったり、富士山へ登

ったりで大忙しでした。残暑厳しき折柄、皆様ご

自愛の上、ご活躍下さいませ。 

棚澤正行会員 

 第 2570 地区中井眞一郎ガバナーようこそ南ＲＣ

へ。御指導よろしくお願いします。 

石井一則会員 

 中井ガバナー本日は熊谷南ＲＣに御来訪ありがと

うございます。暑いですがよろしくお願いします。 

島﨑次弘会員 

 第 2570 地区ガバナー中井眞一郎様、本日はご来

訪ありがとうございます。ご指導よろしくお願い

します。 

矢部喜明会員 

 中井ガバナー、ようこそ熊谷南ＲＣへ。本日よろ

しくお願いします。 
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