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熊谷南ＲＣテーマ ： 情緒豊かな一年に…
第８２２・８２３回例会
第８２２・８２３回例会 会報
6 月 17 日
クラブ協議会

6 月 24 日
移動例会・原田勇雅 ありがとうコンサート

本日のプログラム ６月２４日（水）
２４日（水）
引継例会
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会長 植竹 知子
幹事 中島 勉
今日は一年を顧みて……という発表です。
よろしくお願いします。
さて、幾つか報告があります。
先日気仙沼南ロータリーとの交流が、埼玉新聞に掲
載されたので、回覧します。それと、菅原文子様よ
り素敵
な手紙が届いたので回覧します。
又、東クラブの剣道大会のとき、お返しがたりなく
なり後からということで水羊羹が届いたので、冷や
しておきましたので、
今日デザートに頂いて下さい。
又、引き継ぎ例会の予算について、先週の理事会に
付け忘れてしまった為、理事の方々にはメールさせ
ていただきましたので、この場でご承認お願いいた
します。
6/20 の原田勇雅さんのコンサート 9 名ですので、あ
と一人誰かご参加を……
それから、熊谷市より、新市 10 周年記念で、感謝状
をだすらしく調査がきています。8 年以上役職にあ
る人だそうです。岡部さん、岡本さん、小野寺さん、
澤田さん、萎沢さん、島崎さん、棚沢さん、渡邊さ
ん、矢部さんが該当しておりますので、提出してお
きます。
以上

１． 地区より
＊2015 年度米山記念奨学部門セミナーのご案
内
＊熊谷籠原ＲＣ 例会場・事務局移転のお知ら
せ
２．熊谷市より
＊新市誕生 10 周年記念 感謝状贈呈者の調査
について
３．熊環連より
＊平成 27 年度総会資料の送付と「エコライフ
ＤＡＹ2015 夏」
チェックシート作成のお願い
４．熊谷南ＲＣ 821 回会報・親睦旅行新聞記事
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会

一年を顧みて

2014ー
2014ー15 年度
熊谷南ロータリークラブ
会長 植竹 知子

一年間大変お世話になりました。
最初から個人的なことを申し上げると、7 月スター
トしてから間もなく 8/10 に母が突然逝去し、
会社的
には別事業の好成績で新規立ち上げが多く多忙でし
て、はっきり言って、こんな年によく会長職をした
なあ……というのが本音でございます。
幹事役の中島様、事務局の清水さん、各委員長様に
は大変お骨折りいただき感謝申しあげます。
今年度国際ロータリーのテーマは、「ロータリーに
輝きを」、第 2570 地区坂本ガバナーのテーマは「行
動、アクション」、熊谷南ロータリークラブ私のテ
ーマは
「情緒豊かな一年に……」
ということでした。
情緒性が高まれば、自然体で出席率が上がり、活動
の達成率も高まるだろうと考えたからです。
しかし、
なかなかそうもいかなかったのが現実でした。
テーマが心の根っこの部分ですと浸透するのに時間
がかかります。
より具体的なほうが達成率は高いようです。又、捉
え方というものは、年齢、職業、趣味、思考、嗜好、
思考、志向皆それぞれですから、キャッチのしかた
も様々でありまして効果的な活動が出来たのかどう
かは、今の段階になっても、計れません。
しかし私的には自身のしたいことを一生懸命させて
いただき、皆様に見守って戴いたような格好になっ
てしまいお恥ずかしい限りでございます。よくまあ
お付き合い頂きまして感謝の気持ちでおります。あ
りがとうございました。
具体的活動について
叙情歌の斉唱
限られた例会中で、時間がかかってしまうかと懸念
しましたが、それ程でもなく、週一回声を出して歌
う行為、悪くないかなと思っております。
ストレッチ体操
石井様の努力により、毎回色々覚えることができよ
かったです。
異業種交流ボックス
もっと皆さん交流があるのかと思うのですが、普及
までには至らなかったです。

クラブ奉仕委員会
一人ひとりが輝く会にまで届きませんでした。
地域の障害者施設、子育て支援施設の見学は実施し
ましたが、
平日の日中は参加者が少なく残念でした。
合同例会にて、平和の問題として熊谷星川の戦争体
験談は藤間豊子様にお願いをし、心に残るお話しを
していただき、極めて効果的な合同例会となりまし
た。
東京ガス様の料理教室では、和やかに美味しく過ご
したように思います。

職業奉仕委員会
10 月の職業奉仕月間がガバナー公式訪問となり、模
範となる卓話等を考えておりましたが、あまり盛り
込むことができませんでした。
社会奉仕委員会
熊谷青年会議所の皆さんに、クールシェア活動の卓
話に来てもらい、我がクラブからは、クールシェア
の取り組みにたくさんの方が参加して頂きました。
又、地域の障害者施設で、地域の出身であり障害を
持ちながら歌を通じ、ラブハンドプロジェクトとい
う支え合いの活動をしている、「森圭一郎さん」の
ライブを応援し、地域の市民活動団体の方々と手を
つなぎ 420 人のライブを実施できました。
お見えになった方々は皆さん感動の渦のうちに障害
のある方、途中から障害をもってしまった方、健常
者も皆同じ時間を音楽で共有でき、素晴らしかった
です。この事業は是非継承していただきたいです。
そして、気仙沼南ロータリークラブと友好クラブ締
結をしたいという活動は、まずは親睦旅行という形
で実施でき、今後の活動にまで継承できそうです。
参加した人は、各人思い出に残ったのではないでし
ょうか。参加されなかった方に語り継ぐべき卓話は
貴重ですので、よろしくお願いいたします。
国際奉仕委員会
地区より卓話に来て頂いたことと、地域の国際交流
協会さまの会長さんに卓話を頂く会の開催が出来ま
した。
青少年奉仕委員会
高校生社会体験活動に申し込みをしたが、受け入れ
がなく残念な結果になりました。
ロータリー財団委員会
継続委員長にお願いをしており、安心して地区補助
金を確保できました。
よって、桜の植樹の費用が賄うことができ会として
は大変助かりました。

ロータリー米山記念奨学委員会
昨年より継続で、受け入れをすることができ、チェ
ウンミさんの支援と共に、国際交流協会の外国人ス
ピーチコンテストにて優勝するというおめでたいこ
とがあり、大変喜ばしいことがありました。
その他、プログラムに則り報告しますと、通常活動
もございますので、もっと沢山でてしまいますので
割愛させて頂きますが、運営方針に沿い報告させて
頂きました。

一年を顧みて
副会長 佐川 順一
初めに植竹会長 並びに南クラブの会員の皆様にと
感謝とお詫びの言葉を述べさせていただきます。
今年度、副会長としてご指名いただき、会のために
尽力するべく、一歩を踏み出してみましたが、やむ
なき諸事情により、クラブ活動を継続することが叶
いませんでした。 最後の２回、本日 17 日と２４
日、出席しようかと考えていた矢先、特養で療養中
の親父が一昨日、急性肺炎で入院してしまい、本日
は自宅待機とさせていただきます。来週は予定が入
ってしまい、残念ながら皆様にご挨拶をすることが
できませんでした。誠に申し訳ございません。
振り返れば、熊谷南ロータリークラブにチャータ
ーメンバーとして招き入れていただいてから１８年
間、公私に渡り、全てのメンバーの皆様から厚い奉
仕を受け、足りない自分を磨いてこられたことに対
して、言葉に表せない気持ちです。この経験は私に
とって一生の思い出、いや宝物かもしれません。
ロータリーの組織をはなれても、ロータリーの奉仕
の精神を忘れず、前進していくつもりです。熊谷南
ロータリークラブの皆様、
これからもこれまで同様、
邁進（まいしん）して下さるよう祈念いたします。
今後、町で偶然出会った際には、どうかお声がけく
ださるようお願いいたしまして最後の言葉とさせて
頂きます。
皆様、今までありがとうございました。

「今年度を顧みて」
国際奉仕委員会 委員長 島﨑次弘
今年度は 3 月まで仕事の都合でほとんど出席でき
ず、あまり活動ができませんでしたが、地区のセミ
ナーには出席して内容を皆さんに報告させて頂きま
した。それから先日は国際奉仕支援金の寄付にご協
力を頂きまして有難うございました。
私にとって一番良かったのは、地区のセミナーで

川越ＲＣの今泉清詞パストガバナーが、自分の私財
をなげうって個人で 20 年間も、毎年 1 千万円と言
う大変な金額を日本で勉強するミャンマーの若い学
生に支援を続けていたという話を聞いたことです。
ロータリーには頭が下がるような本当に立派な方が
いらっしゃるのだと改めて分かりました。
そして地区の国際奉仕支援活動も、これまでの埼
玉ユネスコ協会へ寄付して言わば他力本願、他人任
せ、言葉は悪いですが体裁だけの支援から、この今
泉さんの支援活動をお手本にして自前で直接ミャン
マーへ支援する方針に変わりました。今までは必要
経費と称して中間マージンのようなものを取られて
実際に現地へ渡るのは半分以下の金額になってしま
いましたが、今後はそう言ったジレンマや、不透明
さもなくなると思います。その分担当する地区役員
の方々はたびたび現地へ行って色々な折衝をしなけ
ればならなくなります。大変な負担を背負っての支
援活動となります。その点を皆様にもご理解頂きま
して、次年度の寄付も地区の目標額のご協力をお願
いします。
いつか委員会報告でも少し触れましたが、当クラ
ブの米山奨学生ＯＢで学友のゾ・ミンリン君が、今
ミャンマーでＩＴ関係の会社を立ち上げて、規模も
少しずつ大きくして頑張っているようです。彼は今
でもロータリーとロータリアンに感謝の気持ちを持
ってくれていますので、何とかきっかけを作って、
今後ミャンマーで展開することになる地区の国際奉
仕支援活動に協力をしてもらえるようにセッティン
グできればいいなと思っています。
今後の支援活動が、使い道がはっきりとして目に
見える形のものになれば、私たちも寄付のし甲斐が
あります。また、米山の支援の輪が今度は国際奉仕
の支援に繋がれば、これはロータリーならではでロ
ータリーにしかできないことです。私たち支援する
立場の人間にとっても、夢と希望の持てる支援活動
になるんじゃないかと期待しています。

委 員 会 報 告
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例会日 ６月１７日
会員数
出席
欠席
２２
９
１３
お客様：名誉会員 吉田博三様

MU
０

出席率
４１％

渡邊藤男会員
本日は一年を顧みて、宜しくお願い致します。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。毎日毎日、雷雨が続いています
が、落雷の被害にはあっていませんか？近年の火
災保険の事故で最も多いのは落雷です。(私の代理
店内のデータですが・・・)テレビ・パソコンそし
て冷蔵庫にエアコン。どれも一発で逝ってしまい
ますね。気をつけましょう!!保険の井上でした。
中島勉幹事
こんばんは～。植竹年度最後の幹事の仕事になり
ます。引継例会に日本酒を用意しましたので、召
し上がれ。

例会日 ６月２０日
会員数
２２



出席
６

欠席
１６

MU
０

出席率
％

本日のニコニコＢＯＸ投函金額
9,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函金額
0円
本年度ニコニコＢＯＸ投函合計金額 494,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函合計金額 32,000 円

ニコニコ BOX・異業種交流 BOX

植竹知子会長
梅雨らしい天候となって参りました。これが過ぎ
るとカアっと暑くなるんでしょうね。恵みの雨と
思って季節のものと思って受け入れましょう。
山口茂会員
熊谷南クラブ会員の皆々様、永い間大変お世話に
なりました。数々の想い出多きロータリー活動、
本当に楽しかったです。植竹会長、次年度石井エ
レクト、歴代パスト会長、会員の皆々様、事務局
員の清水さん、特に石井エレクト、澤田さん、渡
邊さんには感謝いたしております。棚澤さんには
毎例会で出席に電話を頂きありがとうございまし
た。皆々様の御健勝とクラブ繁栄を御祈念致して
おります。ロータリーの友情に深く感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
吉田博三名誉会員
年度末になりました。新旧の役員の皆様頑張って
下さい。よろしくお願い致します。
棚澤正行会員
いや～ツユですね～、
ツユが明けるとお祭りです。
クラブ協議会よろしくです。
岡本庄一郎会員
うっとうしい雨が続いています。お祭り迄にあが
って欲しいですね。いよいよ植竹年度も終わりに
近づいてきました。も少し長く会長をやりたいと
思っているでしょうが、こればかりは仕方ありま
せんね。

熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会

長谷川信

TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagayahttp://kumagaya-south
south-rc.com/

