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第４４０回 親睦例会      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会長 山口 茂 
 
 皆さん今晩は。 
 今月はロータリー家族月間であり、１人１人のロ

ータリアンは、ロータリー家族の皆さんのご支援に

よって成り立っています。今日、今、ここに皆様が

出席されているのも、御家族のご理解や協力があっ

てこそと受けとめています。そして当クラブとして、

１９９８年創立以来、今年度で１０年目に入って、 

 
 
出席率や例会場、ロータリアンとしての各人の受け

とめ方、ロータリークラブへの考え方等を、再度皆

様１人１人が考えて頂き、そして１週１回例会をし

っかり受けとめて頂ければと考えております。 
本日は新入会の川岸さんようこそ当クラブに入会

下さいました。熊谷南ロータリークラブ全員が大歓

迎致します。本日よりよろしくお願い致します。そ

して親睦委員会に入って頂き、大いに活躍して頂け

る事を期待しております。 

Ｎｏ．２２ 

 

会 長 挨 拶 本日のプログラム １２月１３日（水） 
年 次 総 会 

12月の誕生会員達  岡本さん 川野辺さん 澤田さん 馬場さん おめでとう ！ 



                                                                                                                    

 
 
 

幹事 渡邊 藤男 

 
1 地区より 
＊「友」インターネット速報№２６２ 

2 熊谷市国際交流協会より 
＊国際交流パーティーの開催について（ご案内） 

3   財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターより 
＊「ニュースレター」第７３号 

4  ガバナー月信№６ １４ページの、加藤博さん
の写真が間違えて掲載されておりますが、次号

で訂正記事が載るそうです。 
          以上が届いております。 

                      
 
 
 
 
 

           ≪新世代委員会≫ 
 
           岡本庄一郎 副会長 
 
 
日曜日に清水委員長とローターアクト第 18回地
区年次大会に出席して来ました。会場は東京国際大

学で行なわれ若者たちと一緒に楽しんで参りました。

面白かったのは式典のあとに若者たちとディベート

に参加したことです。テーマは「金と愛とどちらが

必要か」と「小学生に英語教育は必要か」のふたつ

に別れて行なわれ、私は後者の方に参加しました。

必要組みと必要ない組の２つに別れて、私は必要な

い組に回されて私の意見が通りまして、10対 0で勝
っちゃいました。このようなイベントに若者と一緒

になって面白く楽しく参加するのも青少年への理解

と奉仕を深めるいい機会になると思いますので私も

これから機会があればドンドン参加して行きたいと

思います。 
 
 

≪親睦活動委員会≫ 
 
松本幸久 委員長 

 

 まず本日の理事会でもご報告いたしましたが、山口
年度の親睦旅行「グルメツアー」において親睦活動

費より452,053円の支出があったことをご報告いた
します。 
 １２月２３日のクリスマス家族例会ですが、当日

はＰＭ６：００点鐘でここサンルート熊谷の錦の間

で行ないます。本日より受付と集金を始めています

のでご協力お願いします。当日は奥様同伴で多数の

方が出席して下さいますようお願いします。また当

日までに3,000円以上のプレセントを一人一個以上
お持ちより頂くことになっています。当日は皆さん

とプレゼント交換などをして盛り上げて生きたいと

思っておりますのでよろしくお願い致します。 
 
 
 

≪プログラム委員会≫ 
 
 遠藤信行 委員長 
 
 
 先程の理事会で 12月と1月のプログラムが承認
されましたのでお知らせいたします。 
････ 内容に付いては当日配布のプログラム表参照 
 
 
 
 

≪社会奉仕委員会≫ 
 
棚澤正行 委員長 

 
先程の理事会で承認された桜の植樹についてご報

告させて頂きます。お願いする業者は去年と同じ橋

本造園さんで去年と同じ予算でやって頂けるという

ことで理事会も通っております。日程は3月 14日
（水）の予定で活動計画書の通りです。山口会長の

ご意向もあり10周年を迎えてアピールできるよう
にと市役所の公園緑地化の課長を通して市長から感

謝状を頂けないかと打診をしているところです。ま

たテレビ熊谷の方にお会いしてニュースに取り上げ

て頂けるようお話しているところです。 
アイバンクの登録につきましては申し込みが現在

まで私を含めてまだ 3名にとどまっています。地区
へは 10名位は登録者を届けたいので、どなたか協
力できる方は事務局へ登録承諾書をお渡しいただけ

ればと思います。まとまり次第地区へ送らさせて頂

きます。よろしくお願いします。 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



 

 出 席 報 告 
 

加藤公一 委員長 
 
 
 来週は年次総会です。普通の例会とは違いますの

で会員みんなに出席して頂きたい。今年度は10 周

年記念例会があります。これはぜひ 100%出席例会

にしようと実行委員会でも力を入れていきますが、 
本来なら毎週 100%出席でなければいけないはずで

す。会費さえ払えばいいなんて甘えたり甘やかした

りしないで、もう10年目を迎えたクラブですから、

帰りに入り口に置いてある欠席者の名札を見てみれ

ば誘える人が必ずいるはずです。次の例会には誘い

合ってみんなで例会に出るようにしましょうよ。や

はり仲間が誘って一緒に例会に出てもらうと言うの

が一番効果があると思いますのでみんなでやってみ

ましょうよ。よろしくお願いします。 
 
例会日 １２月６日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９  ２２  １７ ０ ５６％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「会員誕生日」 

岡本庄一郎会員 12月 8 日 
川野辺 繁 会員 12月 13日 
馬 場  孝 会員 12月 19日 
澤田 將信 会員 12月 25日 
「奥様誕生日」 

岡本令夫人 迪子様  12月 1日 
萎沢令夫人 京子様  12月 3日 
橋本令夫人寿恵子様 12月 20日 
「結婚記念日」 

岡本 庄一郎 会員 ご夫妻 12月 1 日 

山 口  明   会員 ご夫妻 12月 6 日 

小野寺 弘行 会員 ご夫妻  12月12日 

 
                           
 
 
 
 
 
 
         

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

司 会 進 行 
澤田將信 ＳＡＡ 佐川順一 ソングリーダー 

本日のプログラム  親 睦 例 会 

進行 松本幸久委員長 

乾杯の音頭 吉田博三パストガバナー補佐 

各 誕 生 会 員 の ご 挨 拶 

 

例 

会 

風 

景  

新入会員  入会式 

 

川岸 勝 さん 入会おめでとう 

山口会長より 
ロータリーバッジの授与 

山岸新会員の挨拶と見守る 
スポンサーの飯塚直前会長 



 

 ニコニコ BOX 

 

井上哲孝 委員長 

 

 

 

山口茂会長 
川岸様、御入会、全会員一同、心より大歓迎致

します。奉仕の機会として、知り合いを広め、

出席率６０％以上で、飯塚直前会長、島﨑前年

幹事の良きアドバイスにより、真のロータリア

ンとして、大きく成長される事を期待しており

ます。本日の理事会での承認ありがとうござい

ました。 
渡邊藤男幹事 
新入会員川岸さん、これから宜しくお願いしま

す。 
川岸勝会員 
本日より会員として参加させていただくことと

なりましたので、どうぞよろしくお願いします。

ロータリーの活動については、知らないことば

かりですので、御指導のほどよろしくお願いし

ます。 
李一孝会員 
今年ももうすぐおわりです。忘年会シーズンで

すが、暴飲暴食に注意しましょう。川岸さん、

入会おめでとうございます。楽しいロータリー

ライフを送っていただきたいと思います。 
島﨑次弘会員 
①川岸さん入会おめでとうございます。ロータ

リーも人生もこれから山あり谷あり、まだまだ

色々なことがあると思いますが、良き相談相手

として一緒にがんばりましょう。これからよろ

しくお願いします。 
②先週はカゼで寝込んで欠席してしまいまし

た。しかし、例会を休んだらすっかり良くなり

ました。どうやら例会に出ないのが私にとって

心ならずも特効薬だったようです。加藤出席委

員長様どうもスミマセン!! 
佐川順一会員 
 新会員、川岸様入会おめでとうございます。本

会は若い命を歓迎します。会に新しい勢いを吹

きこんで下さい。 
棚澤正行会員 
 川岸勝さん、ようこそ南クラブへ御入会おめで

とうございます。皆様久々の新入会員ですね。

川岸さんロータリーライフをお楽しみ下さい。 
遠藤信行会員 
 欠席がちで申しわけございません。 

澤田將信会員 
 サワタで～す。川岸さん南クラブに入会おめで

とうございます。よろしくお願いします。サワ

タでした。 
飯塚幸一会員 
 川岸勝さん御入会おめでとう御座居ます。今日

からロータリーの仲間として共に頑張りまし

ょう。そしてロータリー活動を楽しんで下さい。 
吉田博三会員 
 皆さんこんばんは！川岸勝さんご入会おめでと

うございます。今日の親睦例会を楽しんでいっ

て下さい。これからもロータリークラブ活動、

がんばりますので宜しくお願いします。 
小野寺弘行会員 
 ブラジル・ニューヨークの出張から帰って来ま

した。例会欠席申し訳ございませんでした。又

９日～１４日まで北京上海に行くため来週の

例会休ませていただきます。 
斉藤考慶会員 
 御世話になります斉藤です。親睦旅行楽しかっ

たです。自分の中の思い出のイチページになり

ました。親睦の一回目、出席したかったのです

が、仕事の都合で早退させていただきます。松

本親睦委員長様、がんばって下さい。 
井上哲孝会員 
 みなさんこんばんは!!本日もたくさんのご投函
をありがとうございました。また、来週も宜し

くお願い致します。 
[会員誕生] 
馬場孝会員 
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。 
 川岸勝さん、入会おめでとうございます。これ

から宜しくお願い致します。 
川野辺繁会員 
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。 
岡本庄一郎会員 
 誕生日を祝っていただきありがとうございます。 
澤田將信会員 
 ありがとうございます。～サワタでした。 
[奥様誕生] 
富山弘文会員 
 妻に美しい花をありがとうございます。 
岡本庄一郎会員 
 妻に美しい花をありがとうございます。  
投函率 ７７．２％ 
進捗率 ５４．３％ 
 
 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 島﨑次弘・井上哲孝・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

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


