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ガバナー補佐訪問
ガバナー補佐訪問
鈴木ガバナー
鈴木ガバナー補佐御来訪有難
ガバナー補佐御来訪有難う
補佐御来訪有難う御座いました
御座いました。
いました。卓話大変勉強に
卓話大変勉強に成りました！
りました！
これからは会員全員仕事
これからは会員全員仕事に
会員全員仕事にミガキをかけて頑張
をかけて頑張ります
頑張ります！！
ります！！

本日の
本日のプログラム １０月
１０月５日（水）
ガバナー公式訪問
ガバナー
公式訪問
会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

皆さん今晩は。鈴木ガバナー補佐、今日はよろしく
願いします。
先程例会に先がけて、３Ｆの別室で鈴木補佐のご指
導のもと、会長の私と奥田幹事、渡邊エレクトが出
席して事前会議を行いました。
そこでは、第２５７０地区の近況についてのお話
を聞き、また来週に控えたガバナー公式訪問につい
ていろいろとアドバイスを頂戴致しました。
又、清水事務局員も立会いの下、関係必要書類の点
検チェックをして頂き問題なしということで確認を
頂ましたこともあわせてご報告致します。
鈴木秀憲様は、吹上ロータリークラブのパスト会

長であり、行田市の商工会議所の会頭も長く務めら
れました。又これまで、その他の様々な団体の要職
をも務めて来られました、
大変に人望の厚い方です。
鈴木様には、本日のガバナー補佐訪問だけでなく、
来週の立原ガバナー公式訪問でもご一緒にお世話に
なります。今週も来週もお世話になる訳ですが、さ
らに鈴木様は今年度のガバナー補佐としてだけでは
なく、次年度には地区ガバナーとしてご指導を頂く
ことになっております。つまり、今年度、次年度と
2 年続けて大変お世話になる方です。改めてよろし
くお願い致します。
さて、
今月16 日に会長幹事会が開催されました。
先週の例会は公式訪問のためのクラブ協議会という
ことでその報告ができませんでしたので、この時間
をお借りしてお話させて頂きます。
まず、入会 3 年未満の新会員のためのフレッシュ
マンセミナーが来年 2 月 2 日に開催されることが発
表されました。内容につきましては、先週の例会の
中で、澤田地区研修委員。棚澤クラブ研修リーダー
から報告して頂いたことと重複しますので省略させ
て頂きます。
又、地区事務所の固定化を検討中でまだ決定では
ありませんが、第 2570 地区の丁度真ん中あたりに
位置する東松山の紫雲閣を候補に前向きに検討され
ているとのことです。
又、震災復興支援のために地区分担金が今年度 1
人当たり 1 万円増えた件ですが、全国ガバナー会で
はこれを今後 5 年間は続けたいという意向のようで

すが、実際にはお金を配る方法の問題や、寄付がか
らむのでロータリー財団から何やら申し入れが来て
いて、現在紆余曲折しているようで、まだ正式な決
定は為されていないとご説明がありました。
最後に来年の 2 月 23 日に開催される今年度、鈴
木ガバナー補佐年度のＩＭについて各クラブと協議
されました。2 月 23 日という日は、ポール・ハリス
がロータリーの初会合を開いたロータリーの創立記
念日です。その日を選んだということは鈴木補佐の
ＩＭにかける強い意気込みを感じることができます。
メインテーマとしては、第 5 グループの勉強会に
なるようなものにしたいというご希望をお持ちのよ
うです。具体的なテーマにつきましては、次回 11
月 18 日の会長・幹事会で鈴木補佐からお話して頂
けることになっております。
前年度は澤田直前ガバナー補佐の主催のもとに、
私たち熊谷南ＲＣがホストクラブとして開催を致し
ました。その時は吹上ＲＣの皆様を初め第 5 グルー
プ全 10 クラブの会長幹事さん、会員の皆さんに本
当にお世話になりました。あれだけ熱く盛り上がれ
たのも鈴木様を始め、第 5 グループの皆様の熱意の
賜物です。ですから、今年度鈴木ガバナー補佐主催
のＩＭは、今度は私たちが協力をしてお答えする番
です。会員の皆さん来年のＩＭはぜひ全員登録、全
員出席でお願い致します。最後に皆様にお願いをし
まして、挨拶とさせて頂きます。本日の卓話よろし
くお願いします。

以上が届いております。

ガバナー補佐

鈴木秀憲様卓話

鈴木ガバナー
鈴木ガバナー補佐
ガバナー補佐を
補佐を紹介する
紹介する渡邊
する渡邊エレクト
渡邊エレクト

ガバナー補佐卓話有難
ガバナー補佐卓話有難う
補佐卓話有難う御座いました
御座いました

幹

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

真剣に
真剣に卓話を
卓話を聴く会員

委 員 会 報 告

１． 地区より
＊訃報
＊2011~12 年度 国際ロータリー第 2570
地区地区大会のご案内
＊米山記念奨学部門セミナー・カウンセラ
ー会議 開催のご案内
＊ロータリーの友原稿依頼
２．熊谷東ＲＣより
＊会報

荒川の
荒川の清掃皆さん
清掃皆さん参加
さん参加お
参加お願いします
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例会日 ９月２８日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２７
１９
７
０
７０％
お客様：RI 第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐
鈴木秀憲様
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RI 第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐
鈴木秀憲様
お世話になります。
島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
第 5 グループガバナー補佐 鈴木秀憲様、本日は
ご来訪有難う御座います。ようこそ熊谷南ロータ
リークラブへ。又、来週のガバナー公式訪問でも
大変お世話になります。ご指導よろしくお願い申
し上げます。
山口茂会員
鈴木秀憲ガバナー補佐様、本日は御指導をよろし
くお願い致します。
澤田將信会員
お世話になります澤田で～す。今日は第 5 グルー
プ鈴木 ガバナー補佐ようこそ熊谷南クラブへご
来訪頂き心から歓迎申し上げます。また、ご指導
宜しくお願いします。
高田直樹会員
鈴木ガバナー補佐様本日はガバナー補佐訪問あり
がとうございます。
ご指導宜しくお願い致します。
岡部俊之会員
2570 地区ガバナー補佐 鈴木秀憲様 ようこそ
南ロータリークラブへ。本日の卓話楽しみに聴か
せてもらいます。
棚澤正行会員
第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐、鈴木秀
憲様ようこそ南クラブへ、御指導の程よろしくお
願いします。 岡部さん、南口交差点で見かけま
したよ！
渡邊藤男会員
鈴木ガバナー補佐ようこそ南クラブへ。本日ご指
導宜しくお願い致します。
岡本庄一郎会員
鈴木ガバナー補佐、ようこそ熊谷南ロータリーク
ラブへ。興味ある卓話になると思います。宜しく
御願い致します。

植竹知子会員
朝夕めっきり寒くなって参りました。風邪など召
しませぬ様に…鈴木ガバナー補佐様、ようこそ…
本日は、
よろしくお願い致します！ 11月5日に、
オレンジリボンコンサートを行います。オレンジ
リボン運動とは、子ども虐待防止を広める活動の
ことです。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。SAA の井上です。鈴木秀憲ガバ
ナー補佐様、本日は熊谷南 RC にお越し下さいま
して、誠にありがとうございます。鈴木様の卓話
を楽しみにしております。
宜しくお願い致します。
石井一則会員
鈴木ガバナー補佐、本日は忙しい中、御来訪あり
がとうございます。卓話を楽しみにしてます。
（勉
強させていただきます!!）
清水保人会員
鈴木ガバナー補佐様、
本日は勉強させて頂きます。
よろしくお願い致します。
塚越尚之会員
急な欠席で申し訳ありません。
中島勉会員
第 5 グループガバナー補佐、鈴木秀憲様、ようこ
そ熊谷南 RC へお越し下さいまして誠にありがと
うございます。本日の卓話、よろしくお願い致し
ます。

熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 石井一則・塚越尚之
小野寺弘行
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

