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第６０２回
６０２回 例会・会報
親睦例会 祝 会員・家族誕生

地区会員増強委員長として忙しい山口 茂会員
「ダウン寸前です。
」 本人 談

地区広報委員会セミナーの報告をする石井一則会員
「鈴木 勲二パスト G と同席。色々と議論しました。
」

本日のプログラム ８月４日（水）
親睦例会

会

長

挨

拶

会長 高田 直樹
熊谷の熱いうちわ祭りも終わりましたが、まだま
だ猛暑とか酷暑とか言われている暑い日が続いてお
りますが、皆様お変わりありませんか。
そして、お祭り関係の皆様には大変お疲れ様でし
た。当南 RC からもお祭り関係の人が年々増えまし
て、今年も大勢の皆様がご奉仕されました。これも
地域文化への社会奉仕という事で宗教はあるものの
ロータリー精神と通じるところがあると思いますが、
次年度大総代は熊谷 RC のパスト会長、その次の大
総代に当南クラブの会員がなられるという事で、熊
谷うちわ祭りもロータリアンの活躍が大変目立って
いて、今後も期待できるところであります。
さて、先週は広報部門セミナーが行われ、石井副

委員長と 2 人で参加して参りました。地区からは当
南 RC の澤田ガバナー補佐、広報・情報の佐川副委
員長がセミナーの運営を担当されておりました。セ
ミナーの内容につきましては、石井副委員長より報
告を申し上げます。
本日欠席のガバナー補佐もいよいよクラブ訪問で
忙しくなり、先週は熊谷 RC、今日は熊谷東 RC へ
とガバナー補佐としての責務を遂行されてあります。
当クラブのガバナー補佐訪問は 9 月 29 日、ガバナ
ー公式訪問は 10 月 6 日となりますので、皆様宜し
くお願い致します。

幹

事

報

告

幹事 植竹 知子

１．
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
２．
＊
３．
＊

地区より
第 1 回ロータリー財団部門セミナー開催の
ご案内
国際奉仕部門セミナーのご案内
第 35 回「日豪青年相互訪問」派遣団員募
集のご案内
8 月のロータリーレート 1 ドル＝88 円
学友会ニュース 第 142 号
RI による賞・表彰 結果のご報告
秩父音頭まつり参加のご案内
熊谷市国際交流協会より
シェイクハンズ NO.６０
行田・行田さくら・熊谷・熊谷西・熊谷東・
熊谷籠原 RC より
年度計画書
以上が届いております。

委 員 会 報 告

クラブ奉仕部門（広報）第一回セミナーに参加して
副委員長 石井一則
去る 7 月 24 日
（土曜日）
東松山の紫雲閣にて 2570
地区のクラブ奉仕部門（広報）第１回セミナーが開
催されました。佐川委員長は地区の広報記録副委員
長の為、地区役員として出席されたので副委員長の
私がセミナーに参加してきました。
当クラブからは高田会長・澤田ガバナー補佐、計
４名出席しました、暑い中お疲れ様でした。地区か
らも西川ガバナー始め大勢の役員の方達が出席して
いました。
☆セミナーの内容は、ロータリーになぜ広報が必
要か？を司会と発表者を決めて、RIR（グループ討
議）で行ないました。プレスリリースの案件を幾つ
か討議して、どの様にロータリーを PR していくか
話し合いグループ毎に発表しました、色々な意見が
出された中で何社かのメディアの人とお話したらロ
ータリークラブを知らない記者もいたそうです。
その他ロータリークラブは PR の仕方がライオンズ
に劣っているとか、メディアを例会やイベント誘う
とか地方自治体と一緒に行事を行なう等様々な意見
が出ました。限られた、予算と時間の中で効率よく
PR するのは、まだかなりの勉強が必要だと実感し
ました。
最後にロータリークラブに何故 PR が必要か、こ
れは PR 活動により、すそ野を広げ未来の会員増強
に無くてはならない事と思います。
佐川委員長、司会お疲れ様でした。

＠出

席

報

告

例会日 ７月２８日
会員数
２８

出席
１６

欠席
９

MU
３

出席率
６８％

＠ニ コ ニ コ BOX
高田直樹会長・植竹知子幹事
皆さん、今晩は。熊谷の暑いうちわ祭りも終わり
ましたがまだまだ猛暑が続いております。皆さん
体調に注意して熱い夏を乗り切りましょう。又う
ちわ祭り関係の皆様、大変お疲れ様でした。
棚澤正行会員
高田会長、
仲町の総代お疲れ様でした！植竹幹事、
巡行祭の時生ビール御馳走様でした！岡本荒川区
総代、お疲れ様でした、岡本さんの一言で屋台が
山車になると聞いて荒川区での岡本さんの意見力
の凄さを垣間見ました！馬場さん、清水さんお祭
りお疲れ様でした、筑波区は特に熱かったみたい
ですね！会所でのビール御馳走様でした。また、
お祭り関係者の皆様「熱い熊谷のうちわ祭り」銀
座区は色々言われておりましたが、無事に終了す
る事ができ本当にお疲れ様でした！
馬場孝会員
うちわ祭りに参加した祭事役員の皆様、ご苦労様
でした。今年は本当に暑かったですね。
[会員誕生]
植竹知子幹事
誕生日を祝って頂きありがとうございます。いく
つになっても、誕生日を祝って頂くとうれしいも
のです。今年の誕生日は、200 人の親子と外でネ
イチャーゲームと流し熊谷うどんで楽しみました。
[奥様誕生]
山口茂会員
今日 28 日が誕生日で、今後の私の人生に協力し
て、面倒見て貰えるように、朝お願いして参りま
した。○才を過ぎると、奥さんは大切になります
よね。
渡邊藤男会員
妻に美しい花をありがとうございます。
中島勉会員
妻に、綺麗な花をありがとうございました。この
猛暑のせいで、花の寿命は短命でしたが人生折り
返しの、４１才で～す。これからも、夫婦仲良く
元気で過ごせれば。その前に、この猛暑を何とか
してください。あつくて、たまらないです。

♪ Happy Birthday,

dear fellow

いくつになっても誕生日は嬉しいものです。
若けりゃなおさらのこと。

会長から記念品を受け取る 植竹知子幹事
ナイス ツーショット

熊谷うちわ祭り大総代ノミニー、
岡本 庄一郎会員。
本クラブ初の大総代誕生の期待が高まっています。
色々と内輪話をしてくれました。

愛妻の誕生日祝いを受ける御三人

愛妻の
愛妻の

存在気づく
存在気づく

ケーキ食
ケーキ食べ またひとつ

うちわ祭りについて感想を述べる棚澤会員

例会や
例会や

歳重ね
歳重ね

何事も 終わって あとの祭りかな
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報(IT)委員会： 佐川 順一 石井 一則
TEL:048-522-6143
FAX:048-522-6153
E-mail
ksr@kumagaya-south-rc.com
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http://kumagaya-south-rc.com

