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第５２５回 ガバナー公式訪問
クラブ協議会でガバナーから総評を頂く
活動の発表を控えた
会員の皆さん

本日のプログラム １１月５日（水）
親
睦
例
会

会 長 挨 拶

会長 加藤 博

皆様 こんばんは
本日は、私の尊敬する偉大なる大先輩、第 2570 地
区ガバナー真下和男様とそして第 5 グループガバナ
ー補佐吉野光治様をお迎えしてのガバナー公式訪問
例会です。大変お忙しい所真下ガバナー様 吉野ガ
バナー補佐様、
ご来訪ありがとうございます。
又 南
クラブの会員の皆様には、多くのご出席ありがとう
ございます。
ガバナー方針である「ロータリーの良き慣習を尊重
し、悪しき慣習を見直そう」と言う方針に私もまっ
たくその通りだなあと共鳴させていただきました。
会員の減少がロータリー活動の積極性の欠如と見て
いるのでロータリー活動をイメージＵＰさせ力を入
れてゆくと言うことについても、その通りだなあと
思いましたので自分の方針も真下ガバナーの方針に
そって、1 年間やって行きたいと考えた所存です。
先程 5 時より「ガバナーとの懇談会」の時間を作っ
ていただきました。
ガバナーより、当クラブの会員のこと、会員数のこ
と、全員増強のことそして、それにともなう予算の
こと、又 ガバナー方針である数値目標のことにつ
いてご指導をいただきました、ガバナーが熊谷高校
時代の級友が熊谷に多くいて、私がガバナーの後輩
にあたるためいろいろな人のその後のことなどを話
されたりきかれたりもして大変なごやかな昔話をさ
せていただきました。
その後奥田会員をまじえて真下ガバナー様、吉野ガ
バナー補佐様、高田幹事、棚沢エレクトと 6 名でな
ごやかな食事をいただきました。
これから「真下ガバナーの講話」がいただけると言
うことで楽しみにしております。それでは、本日は
ご指導よろしくお願い致します。以上で挨拶とさせ
ていただきます。

ク ラ ブ運 営 方針
クラブ運営方針を発表させていただきます
私の運営方針は今年度はロータリーの基本理念に
立ち、日常の事業、生活の中で着実な実践を重ねて
きた先輩ロータリアンの実績を踏まえその活動を引
継いでいくことが大切と考えています。ロータリー
の事業を進めるにあたって、国際的視野に立った上
での、① 地域に開かれた活動、地域との共働、②
次の世代への働きかけであると考えております。
真下ガバナーの基本方針を尊重し、同じ考え行動を
もって進めて行きたいと思っております。
具体的に現在進行中のことを説明しますと、会員増
強に関しましては特別委員会を作りました。委員長
には澤田会員、副委員長には島﨑会員にお願い致し
ました。何とか純増 1 名を実行したいと思います。
社会奉仕委員会の継続事業として、今年度で 12 本
目になる千年桜の植樹等です。
国際奉仕について当クラブは２つの姉妹クラブをも
ち、１つはオーストラリア、１つはベラルーシにあ
ります。
できれば有志で訪問したい希望があります。
財団米山については寄付希望者を募集していただい
ております。ほぼ寄付者が決まってきました。今現
在実行しているアウトドアの例会では社会、地域に
飛び出し私たちの街の偉大な人物の記念館をたずね
て勉強しています。主な行った先は深谷の渋沢栄一
記念館、妻沼の荻野吟子記念館です。これからも行
く予定です。
出席率の問題、会員の減少の問題、それにともな
う、予算の問題いろいろ大変ではありますが。李親
睦委員長の頑張りで楽しい有意義のある例会を続け
ていくことによって、少しずつの問題も解消される
のではないかと考えています。 以上です。ありが
とうございました。
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加藤博会長・高田直樹幹事
本日は、私の尊敬する第２５７０地区ガバナー真
下和男様と第５グループガバナー補佐吉野光治様
をお迎えしてのガバナー公式訪問例会です。お忙
しい所ご来訪ありがとうございます。真下ガバナ
ー様には講話よろしくお願い申し上げます。
棚澤正行会員
第２５７０地区ガバナー真下和男様ガバナー補佐
吉野光治様、ようこそ熊谷南ＲＣへお越し頂きあ
りがとうございます。御指導よろしくお願い致し
ます。
矢部喜明会員
真下ガバナー、ようこそ熊谷南ＲＣへ。本日は、
ご指導よろしくお願いします。また、令夫人真下
良子先生には、弁護大会で大変お世話になってお
ります。来年は、真下良子先生の在会５０年、日
弁連表彰の年ですね。おめでとうございます。
李一孝会員
真下ガバナー、吉野ガバナー補佐、本日は御指導
よろしくお願い申し上げます。
澤田將信会員
皆さん、こんばんは。お世話になります。真下ガ
バナーようこそ南クラブへ。
心から歓迎致します。
また、ご指導よろしくお願い致します。
馬場孝会員
ガバナー・真下和男様、ようこそ熊谷南ＲＣへ。
歓迎申し上げます。本日はご指導の程、よろしく
お願い致します。
渡邊藤男会員
真下ガバナー、南ＲＣへようこそ。本日は宜しく
お願い致します。
井上哲孝会員
真下和男ガバナー。ようこそ熊谷南ＲＣへお越し
下さいました。本日、ご指導の程、宜しくお願い
致します。

植竹知子会員
真下ガバナー様、本日はありがとうございます。
よろしくご指導の程、お願い申し上げます。
榎本信哉会員
ガバナー、真下和男様。当クラブへようこそ。実
は、ガバナーとは十数年前、小川町の老人ホーム
の理事会で何回もご一緒致しました。当日はホー
ムの運営や診療で忙しく、色々とお話を出来ず残
念でした。
本日は診療の関係で少し遅刻しますが、
お許し下さい。
萎沢利行会員
真下和男ガバナー、吉野光治ガバナー補佐ご来訪
有難うございます。
ご指導宜しくお願い致します。
佐川順一会員
２５７０地区、真下和男ガバナー、並びに吉野光
治第５グループガバナー補佐様、ようこそ。本日
の公式訪問、宜しく御指導の程お願い致します。
昼夜続けての公式訪問のお務め、大変お疲れのと
ころ、訪問頂き、ありがとうございます。
山口茂会員
２５７０地区ガバナー、真下和男様、ガバナー補
佐、吉野光治様、本日の公式訪問、ありがとうご
ざいます。今日は、昼と夜の２回の公式訪問でお
疲れでしょうが、
よろしく御指導お願い致します。
岡本庄一郎会員
真下ガバナー様、
ようこそ南ロータリークラブへ。
期待と不安が入り混じりながら、御待ち致してお
りました。本日は、宜しく御指導の程、御願い致
します。
島﨑次弘会員
真下ガバナー、吉野ガバナー補佐、本日のご指導
よろしくお願いします。
岡部俊之会員
２５７０地区ガバナー真下和男様ようこそ熊谷南
ロータリークラブへ。本日はよろしくお願い致し
ます。ガバナー補佐の吉野様先週に引き続きまし
ての御来訪本日もよろしくお願い致します。
川野辺繁会員
真下ガバナーの公式訪問ありがとう御座います。
又吉野ガバナー補佐２週連続ご苦労様です。歓迎
すると共によろしくご指導願います。
丑久保紀美会員
加藤さん澤田さん、さくら地区１０周年ありがと
うございました。また本日、真下ガバナー公式訪
問ありがとうございます。
よろしくお願いします。
熊谷南ロータリークラブ
会報 広報(ＩＴ)委員会
島﨑次弘・植竹知子・井上哲孝
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153

E‑mail: ksr@kumagaya‐south‐rc.com
http://kumagaya‑south‑rc.com/

