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本日のプログラム  ４月１７日（日） 
       地 区 大 会 

新入会員・榎本信哉会員 入会式でﾛｰﾀﾘｰﾊﾞｯｼﾞを付けて貰う榎本会員 熊谷RC 中山会長、大澤幹事 

4 月会員誕生祝い 

田島会員 木村会員 

大野会員 4 月誕生祝いケーキ 

熊谷東 RC・熊谷南 RC 第 3 回合同ゴルフコンペ団体戦で

優勝した岡部会員、李会長、馬場会員（欠席・埼玉会員) 



 
 
 
会長  李 一孝 

 
先週は家族親睦旅行でした。2泊 3日ソウルへの
旅でしたがご出席された会員の皆様本当にお疲れ様

でした。思い出に残る楽しい旅行ができました。私

は 3月、4月と 2回ソウルに行ったので新しい発見
をたくさんしました。また家内もロータリーのおか

げで続けて韓国にいくことができて喜んでおります。

竹島問題や歴史観の食い違いで、いろいろあります

がアジアがまとまっていくことはとても大事だと思

っております。こんな時こそロータリーの世界的な

親睦、交流が大切だと考えております。今回の旅行

ではソウルのロータリークラブに会員の皆様と訪問

できなかったことがただ一点悔やまれます。いずれ

皆様のご意向を良く伺って、姉妹クラブの事など検

討していきたいと思っております。 
本日は熊谷ロータリークラブ中山会長、大澤幹事

が市民公開フォーラムのご挨拶にいらしてます。テ

ーマは「若者、女性、健康」を考えるとなっており

ます。若者の性、犯罪、ニコチン依存、など病める

現代社会を徹底討論していただくということでござ

います。 
中山会長の医師としての人生哲学が如実にあらわ

れた催しと改めて敬服する次第でございます。私の

今年のクラブの運営方針が健康なロータリーとなっ

ております。従って、このような企画に対しては熊

谷南ロータリークラブとして最大限の協力をさせて

いただきたいと思っております。 
5 月 22 日は会員の皆様におかれましては貴重なお
休みの日でありますが、手帳に赤印をつけていただ

き、この公開フォーラムに是非ご参加のほどよろし

くお願い申し上げます。 
さて本日は私の中学、高校の同級生であります榎

本信哉様が当クラブにご入会されました。本当にお

めでとうございます。会員を代表して心から歓迎申

し上げる次第でございます。 
榎本信哉会員は富士見中学校の東で榎本クリニッ

クをご開業されている、優秀な医師です。小児科、

小児外科、内科を標榜されております。 
榎本会員は米国スタンフォード大学に留学経験があ

り、今後の当クラブの国際奉仕に対して強力な推進

力を発揮していただけると思っております。また

日々患者様に追われる毎日のようでして、ロータリ

ークラブにご入会される前から職業奉仕を実践され

ております。この点からも今後ロータリー哲学を学

んでいただき、素晴らしいロータリアンになってい

ただくことを切に願っております。 
趣味のひとつがワインを楽しむことだそうで、渡

辺会員のお店に今日はドンペリニオンのエノテーク

（シャンパン）を会長幹事で用意しました。榎本会

員のご入会の祝杯を挙げたいと思います。 
 
 
 
                                                                         

 
 

幹事 棚澤 正行 

１． 東京RCより 
＊ 礼状と会報 

２． 地区より 
＊ 地区大会追加登録のお願い→８５％にな

るようにしました 
＊ GSE名簿→今回はパス 
＊ 地区大会の記念品について 
＊ 第9回新世代プログラムオリエンテーショ
ンの案内 

＊ 並木さんより2月次報告書 
＊ ロータリーワールド 

３． 籠原RCより 
＊ ６クラブ合同コンペのご案内 

４． 高城神社より 
＊ 春まつりの案内 

５． 市より 
＊ 全国高校選抜ラグビーフットボール大会

のお知らせ 
＊ 週間タイムス 

６． 熊谷桜・橘交換会より 
＊ 理事就任依頼 

７． 熊谷市国際交流協会より 
＊ 役員並びに総会の案内 
＊ バスツアーの案内 
＊ シェイクハンズのNo42 

 
 
 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日 ４月１３日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２１ １８ ２ ５８％ 
お客様：熊谷RC  中山政美会長 

大澤孝至幹事 
 
 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



 ニ コ ニ コ BOX 

熊谷ロータリークラブ 
中山政美会長・大澤孝至幹事 
 今晩わ！今日は、我が熊谷ＲＣの市民フォーラム

の、ご案内に来させて頂きました。ありがとうご

ざいます。 
又、南ロータリーの皆様（仲間）とお会いする事

が出来て、とてもうれしいです。李会長6月まで
もう間近かです。互いに頑張りましょう！ 

李一孝会長 
 ソウルへの親睦旅行に御参加された会員の皆様お

つかれさまでした。思い出深い旅行で充分に親睦

が深まったと思います。 
また本日は榎本会員、当クラブへ御入会お目出と

うございます。心より歓迎申し上げます。 
棚澤正行幹事 
 榎本さん御入会おめでとうございます。会員一同

心より歓迎いたします。 
また先日は親睦旅行参加された皆様大変お世話に

なりました。会長には下見までして頂き、楽しい

旅行ありがとうございました。 
熊谷RC会長、幹事本日は御来訪ありがとうござ
います。 

吉田博三会員 
 ソウル親睦旅行楽しい旅でした。李会長棚澤幹事

はじめ担当委員会のお心づかい有難く感謝いたし

ます。 
榎本会員のご入会を祝しご活躍を祈ります。 

岡部俊之会員 
 中山会長、大澤幹事さんようこそ！歓迎いたしま

す。大澤幹事には韓国のお土産を少々あげました

ら、上海からの御土産をいっぱいいただき、まさ

に、エビでタイをつってしまいました。 
加藤博会員 
 熊谷ロータリークラブ中山会長様、大澤幹事様よ

うこそ南クラブに来てくださいました。ご指導よ

ろしくお願い致します。 
澤田將信会員 
 こんばんは、澤田です。中山先生いつもお世話に

なってます。第一フローリスト南口店 
島崎次弘会員 
 榎本さん、入会おめでとうございます。ようこそ

熊谷南ロータリークラブへ！心より歓迎致します。 
井上哲孝会員 
 榎本さん入会おめでとうございます。 
先日は「IDM」ミーティングに「チャチャポーヤ」
をご利用いただきまして誠にありがとうございま

した。私共一同、心より御礼申し上げますと共に、

又のご利用をお待ち申し上げます。井上でした。 
佐川順一会員 
 親睦旅行をドタキャンした佐川です。思い込みと

はつくづく怖いものですね。この失態を今後の人

生の糧にして、精進していきたいと思います。関

係者の皆さま、申し訳ありませんでした。 
加藤公一会員 
 田島武拝、先日は市美術展表彰式に南クラブとし

て表彰状をお渡しいただき、ありがとうございま

した。ロータリーセンスに感謝と御礼申し上げま

す。 
富山弘文会員 
 榎本先生、入会おめでとうございます。また親睦

家族旅行、みなさまの協力で無事終了し、ありが

とうございます 
橋本代吉会員（曙万平町商工振興会会長） 
 4月 3日曙万平町商工振興会主催の桜祭りも熊谷
南ロータリークラブの後援により盛大に行う事が

できました。李会長、棚澤幹事、会員さんには大

変お世話になりました。会員、地元一同感謝して

おります。ありがとうございました。ロータリー

の仲間としての友情に感謝しております。 
馬場孝会員 
 榎本さん、ご入会おめでとうございます。これか

ら宜しくお願いします。 
  
［会員誕生］ 
田島武会員 
７２才の誕生日を祝っていただき有り難うござい

ます。今後ますますロータリーライフを楽しみた

いと思います。 
大野英夫会員 
４月１６日６３才になります。今日までよく生き

てこられたと思います。又先週の旅行では大変お

世話様になりました。今後ともよろしくお願い致

します。 
木村廣会員 
誕生日を祝っていただき有り難うございます。 

 
［奥様誕生］ 
井上哲孝会員 
妻に美しい花を有り難うございます。 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


