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6月11日 

 

 本日は、ここホテルヘリテイジの隣の四季の湯温

泉で、移動例会です。先程はヘリテイジのバスで迎

えられて、四季の湯へ到着、皆でゆっくりと温泉に

つかり、その後この畳の部屋の一室で例会中です。

一通り例会を行い、これより懇親会に移ります。 

 私の年度、至らない点も多々ありましたが、一年

の労を温泉でゆっくりと「水」ならずお湯に流し、

癒して下さい。 

 あと例会は次週の「一年を顧みて」と最終例会の

植竹年度への「引継例会」を残すのみとなりました。

最後迄よろしくお願い致します。 

 

 

6月18日 

 

 来週 25 日の引継例会を残すのみとなりました。

本日はクラブ協議会で「一年を顧みて」という事で、

各委員長さんに発表して頂きます。そしてその前に、

先に御案内の通り、臨時総会を開きます。 

 3日前の15日日曜日、2570地区の鈴木パストガ

バナーと第5グループの髙橋ガバナー補佐より、臨

時の会長幹事会を開きたい旨申し込まれ、各クラブ

会長1名で良いとの事なので、私が出席してまいり

ました。場所は行田の商工会館です。 

 内容は、鈴木パストガバナーより説明がありまし

た。2570地区の高柳ガバナーノミニーの次のガバナ

ーデジグネートが決まっていない、そこで第5グル

ープより決め手との地区から要請があった。鈴木パ

ストガバナーの意見として、第5グループとしては、

自分が吹上、行田方面より出たので、今度は熊谷地

区の5クラブより出してもらいたいとの事、熊谷以

外の会長もぜひそれでと、我々熊谷グループも仕方

なく了承。その場で、仲介役の髙橋ガバナー補佐と

熊谷の5クラブの会長が別室で協議。(他のクラブ会

長と鈴木パストガバナーは別室で待機) 

 熊谷東クラブの佐藤会長は、以前、野中パストガ

バナーが出たので、今回東は無理との事。籠原は大

沢会長欠席の為、意見なし。熊谷クラブの井埜会長

はクラブより口止めされているらしくノーコメント。 

 熊谷南クラブとしては私の発言として、今のメン

バー構成及び体制では無理。中心となる熊谷クラブ

からぜひ、何としても出してもらいたい。それでも

決まらない場合には、受け皿として西クラブよりお

願いしたいと申し出る(暗に目の前の古屋会長に間

接的に言っている)。熊谷クラブの井埜会長も了承。
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西クラブの古屋会長も了承。これで5クラブ全員ま

とまる。 

 他の5クラブの会長及び鈴木パストガバナーも又

同席。髙橋補佐が経緯を説明。以上で第5グループ

10クラブの意見一致。熊谷クラブの井埜会長は、熊

谷クラブで 23 日にパスト会長会が開かれるので本

日の経緯を説明するとの事です。今月中に 2570 地

区のガバナーデジグネートが決まります。 

 

                                                           

 

 

 

   幹事 井上 哲孝 

 

１． 地区より 

＊2014 年度米山記念奨学部門セミナーのご案

内 

＊第一回 公共イメージ委員会セミナーにつ

いて(ご案内) 

＊学友会ニュース 

＊第 48 回インターアクトクラブ年次大会の開

催のご案内 

２．ロータリー米山奨学委員会より 

  ＊ハイライトよねやま１７１ 

３．熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 

  ＊コミュニティ活動実行賞・奨励賞等の推薦に

ついて(依頼) 

４．熊環連より 

  ＊平成 26 年度総会資料の送付と夏のエコライ

フＤＡＹチェックシートのお願い 

５．高城神社より 

  ＊胎内くぐり(大祓式)のご案内 

６．熊谷南ＲＣ会報 第776回・第777回 

以上が届いております。 

 

 

 

 

 

親睦活動委員長 佐川順一にかわり、代読棚澤親睦

副委員長 

 

今年度、親睦活動委員長を承り、一年間、会員の皆

様には多大なるご協力をいただき、無事に任務を全

う出来そうです。 

岡本会長と共に「会員相互の理解・親睦の増進」を

モットーにプログラムを組んで参りました。8 月の

納涼例会、10月のスカイツリー見学、屋形船ツアー、

クリスマス例会、と、たくさんの会員の皆様のご参

加をいただきました。 

また、月初めの会員スピーチの時は、慣れない司会

進行の中で、大変有意義はお話をいただき、感謝し

ております。それによって、会員相互の理解、親善

に多少の貢献は出来たかな？と自負いたしておりま

す。最後の引継例会まであと残りわずかです。最後

まで、宜しくお願いします。 

 

 

職業奉仕委員長 棚澤正行 

 

一年間、お世話になりました。親睦と共同でスカイ

ツリー、コンサルタントを呼んでの勉強会、会長か

らの提案で熊谷気象台見学、やり残した事としては、

職場訪問をもう少しやりたかったです。 

 

 

青少年奉仕委員長 島﨑次弘にかわり、井上幹事代

読 

 青少年奉仕委員会を１年間担当してみて思うのは、

クラブの活動として実際何ができたかと言うと残念

ながら活動らしいものはできなかったというのが本

当の所です。 
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 青少年奉仕には高校生・大学生を対象に「意欲あ

る若者達に海外との交換留学生や、ライラとアクト

委員会の活動を通じて様々な経験を積んでもらい、

将来を担
にな

える人材を育てる」と言う壮大な目標があ

ります。扱う範囲も広く、内容も多岐にわたるため、

本気で取り組むには労力も費用もかかります。その

ため少人数のクラブが単独で取り組むのは難しいと

言うのが現状です。 

 具体的な活動はできませんでしたが私にとって有

意義だったのは、地区のセミナーに出席して、地区

の担当役員の方々や、ロータリー以外でこの青少年

奉仕事業に一緒に 携
たずさ

わって頂いている学校関係者、

地元行政の担当者の方々のスピーチを聞いて、皆さ

んがすべてこの事業に真摯に取り組んでいる姿勢が

伝わってきて、青少年奉仕活動が地区にとって、い

やロータリーにとって大事な主力の事業のひとつだ

と言うことを改めて認識できたことでした。 

又、セミナーに招かれた青少年交換留学候補生の、

希望に夢を膨らませながらもちょっぴり不安も混じ

った初々しいスピーチ。留学生 OB・OG であるロ

ーテックスの皆さんの人間として素晴らしく成長し

たスピーチは何度聞いても感動させられるものであ

り、青少年事業の成果というものを身近に感じるこ

とができました。 

 そのように私が感じたことを例会で報告させて頂

き、クラブの皆さんに少しでも伝えることができた

なら、それが私にできた唯一の仕事だったと思って

おります。 

 又、委員会とは別に米山記念奨学生ファン・ボラ

さんのカウンセラーを2年間担当させて頂きました。

色々心配させられたこともありましたが、日本を大

好きになってくれた奨学生の相談役として楽しい思

い出もあり、いい経験にもなりました。 

 最後にまだもう1週あるのでちょっと早いですが、

岡本会長・井上幹事、一年間ご苦労様でした。岡本

さんも会長として何かと苦労されたことと思います

が、今年度は岡本さんのカラーが良く出ていて、目

指した楽しいロータリーという目標は達成できた、

と私は思っております。 

 一年間お世話になりました。有難うございました。 

プログラム委員長 加藤公一 選 

 

目から火の出る所帯を持てど、 

家事さえ出さなきゃ水入らず。 

 

 

 

 

 

 

岡本会長の司会進行で、各委員長さんに一年を顧み

て各委員会の報告をして頂きました。 

一年間お疲れ様でした。 

 

 

 

 
岡部ロータリー財団委員長より、桜の植樹1000＄財

団より頂けるようになりました。 
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渡邊米山奨学金委員長より、報告 

 

次年度会員増強セミナーに参加報告 

 

クールシェアマイスター発刊について 

 

 

 

四季の湯温泉とホタルの夕べ 

 

 

 

 

 

 

悪天候のためホタルは見られませんでしたが、温泉

に入り、おいしい料理を食べてきました。 

� 出 席 報 告 

  

例会日 ６月１１日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

２２  １０  １２ ０ ４６％ 

お客様：名誉会員 吉田博三様 

 

例会日 ６月１８日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

２２  １３  ９ ０ ５９％ 

 

 

 

� 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。岡本年度、ラス前例会です。今

日は元気に、張り切って行きましょう。本日の「臨

時総会」宜しくお願い致します。 

佐川順一会員 

 本日、別の会議と重なりました。早退させて頂き

ます。 
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渡邊藤男会員 

 岡本会長、井上幹事、本年度も今日を含めて2回

となりました。頑張って行きましょう。 

植竹知子会員 

 あと半月弱で次年度になってしまう。プログラム

等つめなくてはなりません。本日 IDM 例会終了

後お願いします。 クールシェアマイスター本 7

月1日発行です。メンバーご協力頂いてます。エ

ース、Cap陽堂、中島豆腐店、第一フローリスト

さん。楽しい本ですヨ。 

中島勉会員 

 岡本会長年度も、今日をいれて2回になりました。

クラブ協議会よろしくお願い致します。 

棚澤正行会員 

 クラブ協議会よろしくお願い致します。 
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