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本日のプログラム  ７月６日（水） 
     就任挨拶・親睦例会 

李会長より飯塚新会長へ 清水特別代表 斉藤考慶新会員 

棚澤幹事より島崎新幹事へ ニコニコ功労者の澤田会員、吉田会員 

出席功労者の馬場会員、飯塚新会長 

引継ぎを終えた新旧会長・幹事 

ものまねショーの「みはるさん」 



 



 
 
 
会長  李 一孝 

 
一年間熊谷南ロータリークラブの会長を務めさ

せていただきました。これもひとえに皆様のご指

導、ご協力、お心遣いの賜物でございます。本当

にありがとうございました。心から感謝申し上げ

ます。 

今年度はロータリー100周年、そして埼玉国体、

私事ですが会長任期中に50歳の誕生日、また私の

歯科医院開設20年を迎えました。とにかく節目の

年でした、と同時にいろいろ考える一年でござい

ました。 

今日は清水特別代表もいらしておりますがロー

タリーにお誘いいただいて、本当にありがとうご

ざいました。 

また会長に指名していただいた岡部パスト会長に

も感謝申し上げます。 

同じクラブで本当に分かり合って友達になると

いうことは素晴らしいことです。人間の出会いと

言うのは素晴らしいということです。 

同じ熊谷に住んでいてもロータリーに入らなけれ

ば知り合いにならなかった人がたくさんいます。 

人と人との出会いをロータリーが実現してくれる。 

そしてすべての人が違うフィールドを持っている

から面白い。 

ロータリーに入ってることでいろいろなフィール

ドで生きることができる。いろいろな方と切磋琢

磨して人間的に成長できる。 

ロータリーのおかげで人生が豊かになってくる。 

ロータリーが100年続いた理由のひとつだと思い

ます。 

会長になってみて本当に勉強になりました。 

ロータリーに感謝しています。 

いよいよ次年度はロータリー101年目です。 

飯塚会長エレクト、また次年度幹事の島崎会員に

より準備は着々整っているようです。次年度も皆

さんのご協力、私からも是非お願い申し上げます。

私も地区の委員として仕事をさせていただきます。 

1年間本当にありがとうございました。 

 

 

新会長 飯塚 幸一 
 

次年度会長の飯塚で御座います。 

まずは、李会長、棚澤幹事一年間御苦労様でした。御

二人の見ていますと安堵感からか顔がゆるんで見え

ますが、気のせいでしょうか、まずは御苦労様と申し

上げます。 

御二人に取ってこの一年はお金では買えない物を得

た事と思います。 

人を育てるのは環境だと言いますが、人としてひと回

り大きくなった様に感じられます。 

御二人にはこれから熊谷南ロータリークラブ発展の

為御指導の程御願い申し上げます。 

さて来月からいよいよ私の年度と成りますが当クラ

ブは９年目と成り来年には十周年を迎えます。 

今年は十周年に向かって準備の年としたいと思いま

す。 

又例会のスタイルが多少変わりますが、一年間島崎幹

事と二人で頑張って行きたいと思います。 

皆様の御指導御協力を御願い申し上げまして挨拶と

させて頂きます。 

よろしく御願い申し上げます。 

 

                                                   

 
 

幹事 棚澤 正行 

１．熊本グリーンＲＣより 
  ＊ ロータリー情報集「最新版」 発行の案内 
 
２．地区より 
＊第1回クラブ奉仕部門セミナー開催のご案内 

7月23日(土) 13:00～16:30 
熊谷流通センター会館 

＊｢学友だより｣配布の案内 
 

３．Ｒ財団国際親善奨学委員長より 
橋田 弥寿男年度 第5回オリエンテーション
資料 
 

【年間行事】一年を顧みて 

H16 

7月 東クラブヘ訪問で始まりました。 

事務局交代 

8月 ガバナー補佐訪問 

加藤職奉委員長のご協力で，I.T．HP開設 

家族納涼例会 

ローズ来日，並木香理さん渡米 

9月 ガバナー公式訪問 

東クラブとの野口白汀先生の卓話合同例会 

10月 国体見学 山口会員の御計らいで開会式，射

撃大会の応援に参加 

11月 下田社会奉仕,栗原環境保全委員長を中心

として恒例のゴミ拾い参加 

ムサシトミヨの越夏調査 

12月 富山親睦委員長の計らいで八十二銀行久

保田支店長の卓話 

クリスマス家族例会 
H17 

1月 新年を迎えました。 

作家下山先生の卓話 

2月 東クラブ100周年記念例会への参加 

3月 下田社会奉仕委員長を中心に桜の植樹 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 



4月 曙，万平町の桜祭へ参加 ＊榎本新入会員 

家族親睦旅行ソウルヘ 

残念なことに2入退会届提出 

5月 地区協へ参加     ＊松本新入会員 

6月 ローズ帰国！万歳！ 

小島先生，島田先生の国会議員連続卓話 

            ＊斉藤新入会員 

 
 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  ６月２９日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４２ ３４ ７ ２ ８８％ 
お客様：清水特別代表ご夫妻、李会長令夫人、 

棚澤幹事令夫人、飯塚エレクト令夫人、 
吉田副会長令夫人、澤田会員令夫人、 

    岡部会員令夫人、佐川会員令夫人、 
    松本会員令夫人 
 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

熊谷東ロータリークラブ・清水利夫特別代表 
 「健康なロータリー」をテーマとした李一孝会長

年度のすばらしい成果をお慶び申し上げます。ま

た、飯塚幸一会長年度の輝かしいスタートを祝し、

思う存分の御活躍を期待申し上げます。 
李一孝会長 
 皆様、一年間、御指導、御協力ありがとうござい

ました。ロータリーのおかげで、以前にもまして、

幸福になりました。ロータリーに感謝しておりま

す。 
棚澤正行幹事 
 いよいよ李年度〆くくりの引き継ぎ例会となりま

した。一年間いろいろ会員の皆様にはお世話にな

りありがとうございました。幹事の大役をまっと

うできたという実績を今後の人生に活かしたいと

思います。 
棚澤祥美様 
 いろいろあった一年間。皆様ほんとうにお世話に

なりました。ありがとうございました。新会長の

飯塚さん、奥様、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 
飯塚幸一会員 
 清水特別代表御夫妻には引継ぎ例会に御越し頂き

ありがとうご座居ます。又李会長棚澤幹事一年間

御苦労様でした。次年度も引き続き御指導の程よ

ろしくお願い申し上げます。 

島﨑次弘会員 
 李会長、棚澤幹事、一年間本当にご苦労さまでし

た。ゆっくりお休みになりたいところでしょうが、

つたない次年度の幹事のために、今後共よろしく

御指導お願い致します。 
松本幸久会員 
 松本です！！李会長、棚澤幹事一年間本当におつ

かれ様でした。次年度飯塚会長島﨑幹事一年よろ

しくお願いします。今日は新会員の斉藤さんが初

参加です。また妻の由美もロータリーデビューで

す。楽しんでいきたいと思います！！ 
斉藤考慶会員 
 本日より御世話になります斉藤考慶です。みなさ

ま、御指導宜しくお願いします。 
澤田將信会員 

 お世話になります。澤田です！！花屋 

 李会長、棚澤幹事、一年間お疲れさまでした。本

日は妻もお世話になります。 
丑久保紀美会員 
 会長幹事1年間おつかれ様です。私も出席出来な
くて申し訳ありません。 

新井正一会員 
 会長、幹事1年間ごくろうさまでした。ご迷惑を
かけっぱなしで申し訳ありませんでした。これか

らも宜しくお願い致します。 
大野英夫会員 
 李年度の役員の皆様1年間大変ごくろうさまでし
た。飯塚年度もがんばりましょう。 
 おめでとうございます。 
加藤博会員 
 李会長・棚澤幹事様、1 年間大変ご苦労さまでし
た。また本日は、清水代表ご夫妻様にはお忙しい

所ありがとうございます。ごゆっくりしていって

ください。 
渡邊藤男会員 
 本日は引継例会でカクテルコーナーを担当いたし

ます。当店のスタッフで島田麻紀子が、がんばり

ます。よろしくお願いします。 
田島武会員 
 引継例会、おめでとうございます。李会長、棚澤

幹事さん、一年間ご苦労さまでした。思い出に残

る、楽しい一年でした。ありがとうございました。 
岡部俊之会員 
 李会長、1 年間ほんとうにご苦労さまでした。楽
しく、健康な1年間をすごせました。飯塚次年度
会長、次年度もよろしくお願いします。今日はい

つものことながら飲むぞ！ 
萎沢利行会員 
 李会長・棚澤幹事と役員の皆様1年間大変お世話
になり、有り難うございました。 

小野寺弘行会員 

委 員 会 報 告 



 李会長・棚澤幹事、一年間大変お世話になりまし

た。親睦旅行が一番の思い出になりました。 
馬場孝会員 
 李会長、棚澤幹事、一年間ご苦労様でした。 
川野辺繁会員 
 一年間、李会長・棚澤幹事ご苦労様でした。目出

度く終えられたことをお喜び申し上げます。 
吉田博三会員・喜枝様 
 李会長、棚澤幹事年度大成功でした。楽しい一年

を過ごさせていただきました。次年度飯塚・島﨑

年度のご活躍を祈念申し上げます。今日は二人で

お世話になります。 
高田直樹会員 
 会長、幹事様一年間ご苦労様でした。一年間名前

ばかりの会員で申し訳ありませんでした。出張が

多いため出張先でロータリーの人達と交友を深め

ています。 
親睦委員＝富山弘文会員・井上哲孝会員 
 親睦委員会より、一年間大変お世話になりました。

今日のアトラクションは、テレビでおなじみの「コ

ロンブス」の1人のものまねショーを予定してお
ります。お楽しみ下さい。 

山口茂会員 
 李会長、棚澤幹事この一年間本当に御苦労様でし

た。いろいろと、あっちこっち、お気づかいされ

て、大変おつかれ様でした。明日からは、ゆっく

りされて、1ヶ月程海外旅行でもお楽しみ下さい。 
山口明会員 
 いつも出席出来なく反省しております。 
遠藤信行会員 
 李一孝会長1年間御苦労様でした。棚澤幹事、会
長のサポート役最高でした。 

木村廣会員 
 李会長棚澤幹事他役員さん1年間御苦労さまでし
た。 

加藤公一会員・清水武会員 
 ご協力有り難うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 


