
ＫＵＭＡＧＡＹＡ ＳＯＵＴＨ                 
Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ 
Ｓａｉｔａｍａ ＲＩ 
Ｄｉｓｔ．２５７０      ２０１７．６．１４ 
 President：Fujio Watanabe                               John F. Germ 

 Secretary：Shoichiro Okamoto                      RI President,2016-17 

Hotel Garden Palace                          Osami Maejima Governor 

  Sayada3248-1 Kumagaya shi                       RI Dist２５７０ 

                                                                          

熊熊熊熊熊熊熊熊谷谷谷谷谷谷谷谷南南南南南南南南ＲＲＲＲＲＲＲＲＣＣＣＣＣＣＣＣテテテテテテテテーーーーーーーーママママママママ        

ロロロロロロロローーーーーーーータタタタタタタタリリリリリリリリーーーーーーーーをををををををを学学学学学学学学んんんんんんんんでででででででで実実実実実実実実践践践践践践践践そそそそそそそそししししししししててててててててエエエエエエエエンンンンンンンンジジジジジジジジョョョョョョョョイイイイイイイイ        

第９０６第９０６第９０６第９０６回例会回例会回例会回例会    会報会報会報会報    

 

    

    
                                一一一一    

    

    
                                年年年年    

    

    
                                間間間間    

    

    

のののの    

    

    
                                感感感感    

    
    
                                想想想想    

    

    

    

Ｎｏ．３７ 

 



    

    

    

 

 

     会長 渡邊 藤男 

 
こんばんは 

 

本日の例会は一年を顧みてというタイトルでプログ

ラムを進行してまいりたいと思います。発表される

委員長はよろしくお願いいたします。 

 

また次週例会は今年度最後の例会で引継ぎ例会とな

ります。例会時間が午後6時からとなりますので時

間をお間違いないようお願いいたします。 

そして、会員の奥様方にも是非とも参加をお願いい

たします。 

                                                                                                                    

 

 

   幹事 岡本庄一郎 

１． 地区より 

＊「伝わる記事の書き方と取材講座」参加のお

願い 

＊メールアドレス変更のお知らせ 新座こぶ

し 

＊ハイライトよねやま ２０７ 

２．熊谷青年会議所より 

  ＊創立六十五周年記念式典並びに祝賀会の御礼 

以上が届いております。 

 

 

 

 

 

 

一年一年一年一年を顧みてを顧みてを顧みてを顧みて    

 

会長会長会長会長    渡邊藤男渡邊藤男渡邊藤男渡邊藤男    

    

今年度は年度初めより20周年の記念行事を行なう

ということで実行委員会を立ち上げ委員会の中で

色々な意見を出し合いながら一年間やってまいりま

した。 

 

一人では中々考えられないようなことも皆さんと意

見交換する中で色々な発想、そして色々なご意見の

元に決定し実行していくというスタイルを取らせて

いただきました。 

 

今年度の南RCのテーマとして『ロータリーを学ん

で実践そしてエンジョイ』を掲げておりましたので、

まさしくテーマを実践できたのではないかと考えて

おります。 

 

また20周年記念事業として「伊勢町ふれあい公園」

におきまして当クラブの20本目のさくらの植樹と

記念碑の設置などを行ないました。これはクラブの

永続性を考える上でとても大切な事業ですのでこれ

からも続けていきたいと思います。 

 

そして、今年はロータリー財団100年ということも

あり、100年以上続く企業から学ぶということで地

元の企業から卓話をしていただきました。会員の皆

様には気付きという点でかなり刺激になったのでは

ないかと思います。 

まったく同じような記事がロータリの友6月号に出

ておりますのでご一読ください。 

 

結びとなりますが、今年度は他団体を招いての卓話、

そして他クラブとの合同例会なども活発に行ってま

いりました。自分のクラブの例会だけだと気づかな

いところ等も勉強になったのではないかと思います。 

 

一年間気付きと学びという点を重点に例会を進めて

まいりました。会員の皆様にはご協力有難うござい

ました。 

 

 

20202020周年記念事業実行委員長周年記念事業実行委員長周年記念事業実行委員長周年記念事業実行委員長    岡部俊之岡部俊之岡部俊之岡部俊之    

    

20周年実行委員長 岡部俊之  5月 21日の 20周年

記念式典には皆様方の能力を充分に発揮していただ

き盛大に終了することが出来ました。   本当にあり

がとうございました。気仙沼からのお客様もたいへ

ん喜んでもらいました 22 日の熊谷寺も私 熊谷に

住んでいて 71 才にして初めて見学させていただき

感激でした 25 周年は 25 人のメンバーで迎えまし

ょう 
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幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    

ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会ク ラ ブ 協 議 会    



棚澤正行棚澤正行棚澤正行棚澤正行    

20202020周年実行委員会・副委員長周年実行委員会・副委員長周年実行委員会・副委員長周年実行委員会・副委員長    

  

実行委員長をうまくサポートし、会長の希望通りに

できたと思う。 

気仙沼南RCの卓話も料理も評判良かったが、何よ

りも熊谷寺を見学し、58年熊谷にいて初めて階段め

ぐりが出来て良かった。 

 ホテルヘリテイジの食事がすばらしかった！ 

 

社会奉仕委員会・委員長社会奉仕委員会・委員長社会奉仕委員会・委員長社会奉仕委員会・委員長    

 

 基本方針に書いた公共イメージアップに繋がる奉

仕活動については、他団体との共同事業として、熊

谷駅周辺のゴミ拾いを駅西商店街の方達としました。 

また、桜を植樹した各公園に石碑を建てた事と桜マ

ップの設置によって、少しは実現できたのではない

かと思います。そして、そのことにより、新しい仲

間を迎え入れる事ができ、会員増強、クラブの活性

化に繋げられたのではないかと考えます。 

 

 

国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長国際奉仕委員長    長谷川信長谷川信長谷川信長谷川信    

    

国際奉仕部門を担当させていただいております。 

会長方針にのっとり活動させていただいていますが、

今年度、国際奉仕部門は特に活動は行なえなく、会

員の皆さんに御迷惑をお掛けしております。 

国際交流を通じてロータリーの素晴らしさをお伝え

が出来ずにすいませんでした。 

国際奉仕部門は、日豪交換プログラムなど内容を教

えて頂くと、短い日程の中留学生が成長していく様

を聞き、今後もお手伝いできればと思います 

 

 

青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長青少年奉仕委員長    石井一則石井一則石井一則石井一則    

 

年度初めのテーマ、「人類に奉仕するロータリー」 

「知恵と元気を」 「ロータリーを学んで実践そし

てエンジョイ」を実践・実行しようと取組みました。 

また、青少年奉仕委員会としてクラブ内にて勉強会

を開き会員全員に青少年奉仕について理解して、活

動範囲広げていこうと思いましたが実行できません

でした。 

反省するとともに次回機会が有りましたら実行した

いと思います。 

 

２０周年記念行事・式典は会員全員が協力して最高

の出来栄えだったと思います。 

 

 

 

ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長ロータリー財団委員長    

親睦活動副委員長親睦活動副委員長親睦活動副委員長親睦活動副委員長                島﨑次弘島﨑次弘島﨑次弘島﨑次弘 

 

今日は東京に来ておりますので原稿で失礼致します。 

 

少し早いですが、一年間お世話になりました。渡邊

会長一年間お疲れ様でした。 

今年度は20周年の記念の年であり、10周年、15周

年と比べて会員数がちょっと寂しくなった現状でど

んな20周年になるか若干不安もありました。しか

し今はとてもいい渡邊年度だったのではないかと私

は思っています。一番骨を折ってくれた渡邊会長に

拍手を送りたいと思います。 

 

 一番大きな目標であった20周年記念事業も岡部

実行委員長を中心に会員の皆さん一丸となって取り

組みました。これはこれからのクラブ活動にも大い

にプラスになることだと思っています。 

 

 私としては、親睦活動委員会では岡本さんとコン

ビを組みましたが、岡本さんも幹事と親睦委員長の

兼任と言う大変忙しい役を引き受けて大変だったと

思います。渡邊会長と岡本幹事におんぶに抱っこで

たいした働きはできませんでしたがお世話になりま

した。 

 

 ロータリー財団委員長としては皆さんにお詫びを

しなければなりません。 唯一無二の仕事とも言え

る次年度の補助金の申請を、私のミスによりできな

かったために、補助金が受けられないことになって

しまいました。この分の埋め合わせはさせて頂きま

すが、清水次年度会長には大変申し訳ありませんで

した。 次年度は気を引き締めて取り組みたいと思

っております。 

 

 

 

 

� 出 席 報 告 

 
例会日 ６月１４日 

 

会員数 出席 欠席 MU 出席率 

２０   ９  １１ ０ ４５％ 

 

 

 

� ニコニコ BOX・異業種交流BOX 

渡邊藤男会長・岡本庄一郎幹事 

委 員 会 報 告委 員 会 報 告委 員 会 報 告委 員 会 報 告    



 いよいよ渡邊年度、引継例会を残すのみとなって

参りました。気を緩めず、出席率を高めていきた

いと思います。本日は、クラブ協議会です。皆様

の活発な発表期待します。宜しく御願い致します。 

棚澤正行会員 

 遅れてすいません！うちわ祭の会議で酒飲んでま

した。来月まで、清水副大総代共々大目に見て下

さい。よろしくお願いします。 

斉藤通男会員 

 先日5月30日(火)ヘリテイジの食事、大変美味し

く頂きました。楽しいひと時をありがとうござい

ました。 
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