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第４０３回 親睦例会 

 

 

 

 

 

 
３月誕生日の松本・遠藤・李会員 おめでとう！ 

      日豪青年相互訪問でパースへ出発する棚澤浩一君 
 
本日のお客様 

行田さくらＲＣ会長 井上 博司 様 「先日は熊谷南ＲＣの会員の

方に行田に来訪していただき感謝いたします。突然のスピーチ依頼に

戸惑っています。これはあの時の意趣返しじゃないかと思います。 
 本日は同じく行田さくらＲＣの会員：清水孝男さん、阿部秀二郎さ

ん、半田太さんといっしょにメーキャップに参りました。貴クラブで

は親睦例会ではおいしいお酒がいただけるということなので何度で

もおじゃまするつもりです。」（笑） 
 

行田さくらＲＣ 井上 博司 会長 
 

当日、岡部俊之会員よりおいしいワインのご提供があり、会員一同ごちそうになりました。また、先日、ホテル

ニューオータニにてご子息のご結婚式も済んだばかりだということです。重ねて御礼とお祝い申し上げます。 

 

 

 
 

 
会長 飯塚 幸一 

 
皆さん今晩は、第一例会ですので会長挨拶を致し

ます。先月の２月１８日（土）岡部会員の次男の結

婚式がホテルニューオータニにてありました。私と

島崎幹事・李会員・田島会員の四名にて出席して参

りました。大変美しい花嫁を見せて頂きました事を

ご報告申し上げます。本日岡部会員より御祝いとし

てワインを差し入れ頂きました。有難う御座います。 
２月２６日当ホテルにて第二回米山奨学セミナー

が開催され棚澤委員長と参加して参りました。後で

棚澤委員長より報告していただきます。 

Ｎｏ．３１ 

 

会 長 挨 拶 

本日のプログラム  ３月７日(火)・8 日（水） 
  「 親 睦 旅 行 」 



 
来週は宝塚への親睦旅行になっていますが、朝３

時５０分集合４時出発ですので、遅れないようにお

願いいたします。 
今日は行田さくらロータリークラブの井上会長・

清水パスト会長・阿部出席委員長・半田米山奨学委

員の四名様が来訪頂いております。ようこそ当クラ

ブへ歓迎申し上げます。 
親睦例会ですのでワインを飲みながら最後までお

楽しみ頂きたいと思います。 
棚澤会員の長男浩一君が日豪青年相互訪問団とし

て３月１１日オーストラリアに出発されます。オー

ストラリアの生活を楽しんできて頂きたいと思いま

す。くれぐれも無事帰国されます事をお祈りしてい

ます。行方不明にならないように気をつけてくださ

い。 
前衆議院議員の田並先生より彩の国まごころ国体

記念ふるさとの森運動の後援団体の依頼が有りまし

た。理事会にて後援団体として参加することが承認

され後援団体として協力をして行きたいと思います。

詳しいことは書面にてお伝えしたいと思います。よ

ろしく御願いいたします。 
 
                                                          

 
 
            

        幹事 島崎 次弘 

 
１． 地区事務所より 

＊ 4月15日(土)16日(日)に開催される地区大

会において当クラブにコ・ホストクラブと

しての協力(お手伝い)の要請 
＊ 同じく地区大会第2日目の16日(日)のプロ

グラムを一般公開のイベントとして入場

整理券一般配布ご協力のお願い 
＊ 同じく地区大会へ派遣されるＲＩ会長代

理のプロフィール 
＊ 職業奉仕部門グループ別研修会開催の案

内 
＊ Ｏｎ Ｔｏコペンハーゲン委員会より国際

ロータリー第 97 回年次大会と日本人親善

朝食会のご案内 
＊ ロータリー米山記念奨学会より、1 月分の

資料一式 
＊ 「友」インターネット速報 №２２１．２

２２．２２３ 
＊ ロータリーレート変更の案内 

3月から1ドル＝118円に変更 
２． 妻沼ＲＣより 

＊ 「ピアノ＆テノールスプリングコンサー

ト」チケット購入のお願い 

 
３． 坂戸さつきＲＣより 

＊メークアップで訪問した2月15日の例会

の会報 
４． 熊谷籠原ＲＣより 

＊会報№１８～２９ 
         以上が届いております。 

 
 
 
 

委員長 棚澤 正行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜米山委員長会議 会場風景＞ 

 
2006年2月26日 日曜日，ホテルサンルートに

て，「国際ロータリー2570地区 第2回クラブ米山

委員長会議」が開催され，飯塚会長と二人で出席し

てまいりました。 
 お金の話が中心で，寄付金傾向としては，我が南

ロータリークラブは，特別寄付が 30 万の頃は 1 万

円／1 人当たりを越えていましたが，現在は 8,195
円／１人でした。ちなみに，地区の目標は 15,000
円／1 人で，現在は 10,692 円／1 人とのことです。

奨学金の受け渡しは例会にてみんなの前で渡すとい

うことで統一するそうです。 
 また，なんといっても留学生のお話が一番楽しか

ったです。当クラブへ卓話に来ていただいた，行田

さくらロータリークラブがスポンサーの，楊 文慧

さん（なっちゃん）は「幸せの一年でした。介護施

設を見てまわり論文を書き，博士号を取得した。」そ

うです。これからはお金の問題だといっていました。 
 他の留学生の中で印象的だったのは，所沢の金（キ

ム）さん。今度の地区大会で通訳をすることになっ

た方で，花見，花火が思い出になり，特に温泉が良

かったそうです。カウンセラーに「いい男をみつけ

ろ」といわれ，必ずロータリーアンになると言い切

っていました。              以上 
 

幹 事 報 告 

第2回クラブ米山委員長会議報告 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

赤ちゃん（次女）誕生のお祝いを松本会員に 3月誕生日の李 一孝会員のご挨拶 

年を重ねる度にイイ男になる遠藤信行会員 行田さくらＲＣ 清水孝男さん 

行田さくらＲＣ 阿部秀二郎さん 行田さくらＲＣ 半田 太さん 

例 会 風 景 ワインを飲みながらくつろぐ会員の皆さん 



 
 
 
 

 出 席 報 告 
例会日 ３月１日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ ２２ １８ ０ ５５％ 
お客様：行田さくらＲＣ 会 長・井上博司様  

パスト会長・清水孝男様 
出席委員長・阿部秀二郎様  
米山委員・半田太様 

日豪青年相互訪問日本チーム派遣団員・棚澤浩一様 
 
 

 ニ コ ニ コ BOX 

 

行田さくらＲＣ・井上博司様 
 本日は御世話に成ります。楽しい「ひととき」を

皆で過ごせたらいいな～なんて思いながら参りま

した。宜しくお願い致します。 
行田さくらＲＣ・清水孝男様 
 お世話になります。 
行田さくらＲＣ・阿部秀二郎様  
 今回二回目のメーキャップです。新人なので今日

も勉強させて下さい。よろしくお願いします。さ

くらＲＣの方では出席委員長をさせてもらってま

す。 
行田さくらＲＣ・半田太様 
 今日はお世話になります。私事になりますが、こ

ちらの李の義弟になります。兄共々、宜しくお願

い致します。 
飯塚幸一会長 
 行田さくらＲＣの皆様ようこそ熊谷南ＲＣへ、歓

迎申し上げます。親睦例会楽しんで下さい。又棚

澤浩一君、オーストラリアの生活を楽しんで帰っ

てきたら、例会で土産話を聞きたいと思います。

元気に帰国を待っています。 
島﨑次弘幹事 
 今日は3週間ぶりのホテルでの例会です。今日は

皆さんのお顔が輝いて男前に見えます。行田さく

らＲＣの皆様メークアップへようこそ。棚澤浩一

さんオーストラリアへ元気で行って来て下さい。

松本さん赤ちゃんおめでとうございます。今日の

親睦例会ゆっくり楽しんで下さい。 
吉田博三会員 
 行田さくらＲＣの皆様ようこそ。ごゆっくりお過

ごし下さい。又パースへ出発する棚澤浩一さん、

親善大使の大役を無事果たされますよう祈ります。 
 

 
 
 
岡部俊之会員 
 行田さくらＲＣの皆様ようこそ！又先日私の次男

が結婚いたしました。本日のワインはそのお裾分

けです。 
松本幸久会員 
 松本です!!2月17日に次女の春香が産まれました。 
ますます仕事もロータリーもがんばらないといけ 
ないと決意している今日この頃です!! 

山口茂会員 
 次年度役員人事、組織表の承認、ありがとうござ

いました。次年度の委員長の皆様、特によろしく

お願い致します。 
橋本代吉会員 
 陽気も春めいてさくらの季節も近づいてまいりま

した。4 月 2 日日曜日に万平公園にてお花見会も

例年の様に決定しました。南ロータリークラブ様

にも後援を頂き、盛大に行いたいと思います。今

年もよろしくお願いします。会員の友情に感謝し

ます。 
澤田將信会員 
 お世話になります澤田で～す。1 ヶ月ぶりです。

南関東ブロック大会、埼玉県生花商組合総会と体

が大変で～す。本日は行田さくらＲＣの皆さん、

ようこそ心から歓迎致します。井上会長先日はお

世話になりました。 
［会員誕生］ 
李一孝会員                    
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。

今月16日で51歳になります。まだまだ人間がで

きていないと感じる、今日この頃です。今の最大

の目標は 75 才まで歯医者をやることです。本日

は行田さくらＲＣの井上会長、清水様、阿部様、

半田様、ようこそおいでいただきました。歓迎申

し上げます。 
遠藤信行会員 
 うれしくないけどありがとうございます。 
松本幸久会員 
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。 
［奥様誕生］ 
木村廣会員 
 妻の誕生日にキレイな花をありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 

委 員 会 報 告 

熊 谷 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

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


