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第４１８回 引継例会 

 
会長バッジを次期山口茂会長に授ける飯塚会長   ポールハリスフェローの丑久保会員 

 
ニコニコＢＯＸ功労者              清水特別代表と野口白汀名誉会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次期執行部を操舵する山口茂 船長         渡邊次期幹事 気持ち新たに決意表明 
：飯塚幸一年度最後のイベント、引継ぎ例会が開催されました。来る者、去る者、悲喜こもごも。 
 
 
 

Ｎｏ．４６ 

 

本日のプログラム  ７月５日（水） 
       親睦例会 

 



 
会長  飯塚 幸一 

 
皆さん今晩は、本日は私の年度最後の例会「引継ぎ

例会」です。お客様に特別代表の清水先生と当クラ

ブ名誉会員の野口先生を御招きしております。お越

し頂き有難う御座います。 
又一年間お世話になりましたメンバーの奥様方にも

大勢参加頂き有難う御座いました。 
メンバーに措かれましても三十名を超える出席を頂

けました。感謝申し上げます。 
さて会長挨拶もこれがラストと成りますが、会長と

して大変残念なことが一つ御座います。 
皆様御存知の事と思いますが、この場に一年間共に

力を合わせ、今日まで一日も例会を休まず頑張って

きた島崎幹事が、出席できなかった事です。 
島崎幹事は２６日に手術をし、ベッドの上で痛みと

戦いながら今日の引継ぎ例会の心配をしている事と

思います。 
私が曲がりなりにも一年間会長職を全うできました

ことは、島崎幹事の御蔭で御座います。 
今日この場に出られなかった彼のために、退院後島

崎幹事の為の一席を設け引継ぎ例会の 
変わりにしたいと考えていますので、その時は皆様

も一緒に彼を励まして頂けたらと考えて居ります。

よろしく御願い申し上げます。 
理事会にて御協力頂いた理事・役員の皆様、例会に

出席頂いたメンバーの皆様に心より感謝申し上げ、

次年度山口エレクトを中心に熊谷南ロータリークラ

ブの益々の発展と本日御出席いただきました皆様の

御健勝、御活躍を祈念申し上げまして、会長挨拶と

させていただきます。有難う御座いました。 
 
 
 
            次年度会長  山口 茂 
 皆さん今晩わ。 
 いよいよ飯塚年度も残り2日となり、本日は次年

度への引継ぎ日でありますが、この1年間、飯塚会

長、島﨑幹事には、私はじめ、次年度渡邊幹事共々

多くのアドバイスを頂き、心より感謝致しておりま

す。飯塚会長には何度も電話を頂いたり、時には会

って、クラブはこの様に考えた方が良い等進言して

頂き、島﨑幹事には、次年度渡邊幹事に週に何度も

連日の様に、今年1月より6ヶ月間幹事としての心

構え、仕事の進め方等熱の入ったアドバイスを頂き、

大変助かりました。今日一番出席したかったはずの

島﨑幹事がここにいて下されば嬉しかったのですが、

6月26日手術と言う事で、南クラブ全員で一日も早

く退院される様祈っています。 
 そして、次年度の準備の為に職業奉仕馬場委員長、

馬場委員長の奥様まで多大なる協力を頂き感謝して

おります。社会奉仕の棚澤委員長には、昼夜問わず

協力を頂き、大変申し訳ありません。そしてＳＡＡ

の澤田さんには、最初に4時間にわたる相談をして

もらい、その後、私や渡邊幹事と毎日の様に電話や

事務所で貴重な時間を作って頂き、これからも一年

間よろしくお願いします。 
 どうか私も幹事も力不足、勉強不足ではあります

が、会員の皆様、奥様あってのロータリーですので、

次年度よろしく御協力お願い致します。 
                               

 
 

副幹事  渡邊 藤男 

 
１． 地区事務所より 

＊ 年度末資料の提出について 
＊ 「友」インターネット速報№２３９ 
＊ 訃報（１９９２～１９９３年度ガバナー牧

野逸朗様） 
２． 地区職業奉仕部門委員長浅田進様より 

＊ フレッシュ高校生体験活動推進事業に関

するクラブ来訪の連絡並にリスト提出の

一区切りについて 
３． ガバナーエレクト事務所より 

＊ ＨＰ文章の訂正について 
＊ ガバナー公式訪問日の変更のお知らせ 
 
         以上が届いております。 

 
 
 

 出 席 報 告 
例会日 ６月２８日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ ３０ ８ １ ７９％ 

会 長 挨 拶 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

次年度会長挨拶 



   うら若き乙女達に囲まれ、笑顔の飯塚幸一会長 
お客様：特別代表・熊谷東ＲＣ・清水利夫様 
    名誉会員・野口白汀先生 
 飯塚会長令夫人・山口会員令夫人 
 横堀会員令夫人・李会員令夫人 
 棚澤会員令夫人・澤田会員令夫人 
 吉田会員令夫人・佐川会員令夫人 

田島会員令夫人・岡部会員令夫人 
 
 
 
 

 非情ジャンケンゲームの開始です。 

 勝って喜ぶ会員、負けて落ち込む会員 

 先行リーチも虚しくビンゴが来ない遠藤会員 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ニ コ ニ コ BOX 

 

特別代表・熊谷東ＲＣ・清水利夫様 
 飯塚幸一年度の輝かしい成果に敬意を表します。

ごくろうさまでした。また、山口茂年度の御活躍

に期待申し上げます。 
飯塚幸一会長 
 清水特別代表、野口白汀先生「引継例会」に御出

席頂き、ありがとう御座居ます。又平素よりロー

タリー活動に御理解御協力を頂いています奥様方、

大勢の御出席を頂きありがとう御座居ます。懇親

会も御座居ますので最後まで御楽しみ下さい。 
飯塚玲子様 
 1 年間主人が大変御世話に成りました。御礼を込

めて懇親会では３曲程歌わせて頂きます。ありが

とう御座居ました。 
島﨑次弘幹事 
 飯塚会長一年間お疲れ様でした。会員の皆様ご協

力ありがとうございました。今日出席できないの

が残念でなりませんが、皆さんは私の分まで楽し

んで下さい。私も一日も早く復帰できるようガン

バリマス。 
山口茂会員 
 飯塚会長、島﨑幹事、1 年間、大変御苦労様でし

た。飯塚会長の気持ちが、日々理解するにつれて、

心配になって来ております。次年度、役員、理事、

会員の皆様くれぐれも、御協力、御指導をよろし

くお願い致します。ほんとうに、本当に、会長、

幹事の大役、お疲れ様でした。 
山口美津子様 
 本日、はじめて例会に出席させて頂き今まで出席

出来ず申しわけありません。熊谷南クラブの皆々

様、令夫人、これから、よろしくお願い致します。 
渡邊藤男会員 
 次年度幹事の渡邊です。本日はバーエースで本年

度をしめくくりたいと思います。宜しくお願いし

ます。 
李一孝会員 
 飯塚会長、おつかれさまでした。他の方にはわか

らない御苦労もあったと思います。いずれにして

も充実した一年でしたね！山口会長エレクトには

これから1年期待しております。今年度同様、次

年度も楽しい例会がつづくことを祈っております。 
吉田博三会員・喜枝様 
 飯塚会長、島﨑幹事年度の皆様ご苦労様でした。

次年度山口会長、渡邊幹事様のますますのご活躍

をお祈り申し上げます。今日は同伴でお世話にな

ります。 
田島武会員 
 飯塚年度、引継例会、お目出度うございます。特

別代表清水先生、名誉会員野口白汀先生、功名が

辻の令夫人様、ご多忙中のところ、ご参加いただ

き、有難うご座居ます。今晩は、妻ともどもお世

話になります。宜しくお願い致します。 
岡部俊之会員 
 飯塚会長、島﨑幹事1年間ほんとうに御苦労さま

でした。山口次年度会長、渡邊次年度幹事、次年

度もよろしくお願いします。今日の引継例会楽し

くやりましょう。さあ今日も腰が抜ける程飲む

ぞ！ 
松本幸久会員 
 本日もよろしくお願いします。飯塚会長島﨑幹事

一年間おつかれ様でした。 
富山弘文会員 
 飯塚会長・島﨑幹事、一年間おつかれさまでした。

次年度も、例会場としてよろしくお願いします。 
井上哲孝会員 
 皆様こんばんは!!飯塚会長、島﨑幹事、一年間お

疲れ様でした。本日の引継例会、がんばりたいと

思います。どうぞ宜しくお願い致します。井上で

した。 
大野英夫会員 
 本日は引継例会です。本年殿役員又幹事様大変ご

苦労様でした。わたくし本日は最初で最後の司会

です。がんばります。終ったらたらふくお酒をの

みます。ウフフ。 
斉藤考慶会員 
 飯塚会長、島﨑幹事一年間お疲れ様でした。島﨑

幹事がいないのはとても残念です。山口新会長、

渡邊新幹事、一年間色々大変だと思いますが、熊

谷南ロータリーに新しい風が吹くよう楽しみにし

ています。私も頑張って出席しますので、一年間

宜しくお願いしまーす！！ 
高田直樹会員 
 飯塚年度、会長役員様お疲れ様でした。山口年度、

会長役員様宜しくお願いいたします。 
澤田將信会員 
 澤田です。飯塚会長、島﨑幹事、一年間おつかれ

さまでした。次年度、山口会長渡邊幹事よろしく

お願いします。本日は、妻も参加でお世話になり

ます。 
佐川順一会員 
 引継例会、盛大におこなわれましたことをお喜び

申し上げます。本日は夫婦でたらふく食べて帰る

つもりでおりますので、よろしくお願いします。 
岡本庄一郎会員 
 いよいよ飯塚・島﨑年度の最終日ですね。ほんと 
うに１年間御苦労様でした。きめ細かくよくやっ 
ていただきました。次年度の御指導も宜しく御願 
い致します。 

遠藤信行会員 
 飯塚年度1年間すばらしい1年でした。山口年度



に向かって頑張りましょう。 
 
新井正一会員 
 飯塚会長他役員一同の皆様一年間不良会員で申し

訳ありませんでした。引続き山口年度もよろしく

お願い致します。 
丑久保紀美会員 
 清水代表ようこそ飯塚年度ごくろう様でした。ま

た山口年度よろしく1年間お願いします。不良会

員で申訳ありません。 
橋本代吉会員 
 清水特別代表、ようこそ。飯塚年度引継例会一年

間ごくろうさまです。新年度山口年度もよろしく。 
清水武会員 
 飯塚会長島﨑幹事大変ご苦労様でした。敬意を表

します。島﨑幹事の元気での出席をお待ちして居

ります。 
横堀弘会員 
 飯塚会長、島﨑幹事、1 年間御苦労様でした。山

口新会長、渡辺新幹事、来年度はよろしくお願い

致します。 
加藤博会員 
 飯塚会長様1年間よろしくお願い致します。清水

代表様には、いつもご指導ありがとうございます。 
棚澤正行会員 
 飯塚会長、島﨑幹事一年間本当におつかれ様でし

た。次年度いよいよスタートですね！山口会長、

渡邊幹事がんばって下さい。 
馬場孝会員 
 会計の馬場です。会員の皆様一年間ありがとうご

ざいました。飯塚会長、島﨑幹事、渡邊幹事これ

から船出ですね。ガンバッテ下さい。応援しま

す！！ 
川野辺繁会員 
 長く休んで申し訳ありません。病気(ガン)の手術

後、抗ガンの治療を5ヶ月程していました。その

副作用がひどくて、６ヶ月程、仕事も含めて外出

していませんでしたが、それも 1 ヶ月前にやめ、

先週胸のポートの糸がとれ、なんとか復帰できま

した。今日は引継例会、会長幹事ご苦労様でした。

皆様にご心配頂きありがとうご座居ました。又社

名が変わりました。㈱キヌヤとなりました。 
小野寺弘行会員 
一年間ありがとうございました。 

 

 

 
 

 
すばらしい美声、さすが文月玲さん、ブラボー！ 

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/ 


