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第６５３回
６５３回例会 会報

２５７０地区ガバナー公式訪問！！
２５７０地区の立原ガバナーが公式訪問の為、
熊谷南ロータリークラブに御来訪し
２５７０地区の立原ガバナーが公式訪問の為、
熊谷南ロータリークラブに御来訪し
ました。
また笛木副幹事と先週に引き続き鈴木ガバナー補佐もご多忙の所見えて
頂きました。
会長、副会長、幹事を始め皆さんご協力有難う御座いました。

本日のプログラム １０月
１０月１２日（水）
１２日（水）
親睦例会

会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘

☆緊張気味に挨拶する島﨑会長
皆さん今晩は。今日は私の年度で最も大切な日、
立原ガバナー公式訪問の日を迎えました。ガバナー
立原様、ガバナー補佐鈴木様、そして地区副幹事の

笛木様、どうぞよろしくお願い致します。
先程例会に先がけて３Ｆの別室で会長・幹事・エ
レクト・入会３年未満の新会員が出席して立原ガバ
ナーご指導のもと、事前懇談会が行われました。新
会員達からも色々質問をさせて頂き、中々説明する
のに難しい問題にもガバナーから分かりやすい言葉
で丁寧に答えて頂きました。
私が初めて立原ガバナーとお会いしたのは、去年
の 11 月に川越で開催された第 1 回ＰＥＴＳでした。
ＰＥＴＳはこれまで始まる年の 2 月に一度だけ開催
されることが多かったので、まだ前年度が半分消化
されないうちの早いスタートに正直驚きましたが、
ガバナーのやる気、強い意欲を感じました。うわさ
では今度のガバナーは改革に燃えていると聞いてお
りましたので、一体どんな方なのか、期待もあり、
怖さもあり、期待半分、怖さ半分の気持ちで望みま
したが、その時ガバナーは、闇雲に過去を否定する
のではなく、また同じ事をそのまま踏襲するだけで
はなく、これまでのことを洗い直して変えるものは
変えて、新しいものを作って行きたいとおっしゃっ

ておりました。
具体的な運営方針は、その後の 2 月の第 2 回ＰＥ
ＴＳと 4 月の地区協議会でＲＩ会長メッセージ、ガ
バナーメッセージが示され、ガバナー自らもお話を
頂戴致しました。内容に付きましては、この後お願
い致しますガバナーの卓話で詳しくお話して頂ける
と思いますので、私も皆様と一緒にもう一度勉強さ
せて頂きたいと思っております。
熊谷南ロータリークラブも１９９７年の創立以来、
今年度で１５年目となります。この 15 年間は日本
も世界も激動の時代でした。この激動の時代を、今
年度クラブを預かる身として、ＲＩ会長のメッセー
ジを心の糧とし、また、立原ガバナー、鈴木ガバナ
ー補佐お二人の賢者の知恵を是非お借りして、次に
つながるクラブ運営に務めて参りたいと思います。
よろしくお願い致します。
最後にひとつご報告を致します。パストガバナー
の寺山栄一様が９月２５日にご逝去されました。寺
山様は当クラブの創立の年である１９９７年～９８
年度にガバナーを務められ、当クラブの認証上伝達
式（チャーターナイト）にもガバナーとして立ち会
って頂いた思い出深い方です。私も当時のことをす
べて覚えている訳ではありませんが、当時の寺山ガ
バナーの面影ははっきりと覚えております。大変残
念ですが、謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げま
す。
以上で挨拶とさせて頂きます。

幹

事

報

＊RI より、クラブの表彰について
＊R 財団月間での卓話講師派遣のお知ら
せ
２．川越 RC より
＊川越ロータリークラブ創立 60 周年記念
式典・祝賀会のご案内
３．立正大学より
＊立正大学学園新聞
以上が届いております。

☆四つのテストを唱和する岡本会員

ク ラ ブ 協 議 会
会員増強・R 情報委員会（研修リーダー）
委員長 棚澤 正行
基本方針：島﨑会長の会員数 30 名にしたいという
目標を実現したいと考えてお ります。

告
幹事 奥田 尚幸

☆緊張してお客様の名前を間違えてしまいました
(スイマセン)。
１． 地区より
＊「我等の生業」ご寄稿のお願い
＊クラブ・ピーアールの写真送付のお願い
クラブ会長のスローガン記入のお願い

活動計画：それを実現するためには
1. 外部講師を呼ぶ機会や、市長、警察署長など地
元の情報が聞ける聞ける例会の 時に、体験入
会して頂きロータリーだから聞ける情報や勉強
会があるという事を実感して頂きたい！
2. その他、社会奉仕事業に入会予定者に一緒に参
加して頂き、どのような活動を我々がしている
かを知って頂く！
3. 現在の会員の皆様に協力して頂き、入会させた
い人のところや紹介して頂ける人に所にロータ
リーとは南クラブとはを説明に行く！
4. また、女性会員を募集する為に、この地域で活
躍されている各団体に共同事業も含めてアプロ
ーチして行く！
以上でございます、立原ガバナー御指導よろ
しくお願いします m(__)m
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例会日 １０月５日

☆ガバナーより表彰授与される棚澤会員

会員数
出席
欠席
出席率
MU
２７
２１
６
０
７８％
お客様：RI 第 2570 地区ガバナー 立原雅夫様
RI 第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐
鈴木秀憲様
RI 第 2570 地区副幹事
笛木弘治様

委 員 会 報 告


ニコニコ BOX

☆ロータリーの友読んで下さい
☆ニコニコＢＯＸを発表する清水会員
島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
国際ロータリー第2570地区ガバナー立原雅夫様、
第 5 グループガバナー補佐鈴木秀憲様、地区副幹
事笛木弘治様、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。先程は新会
員との懇談会有難うございました。
この後の卓話、
クラブ協議会もご指導よろしくお願い申し上げま
す。
澤田將信会員
お世話になります澤田です。本日は第 2570 地区
ガバナーようこそご来訪頂き心から歓迎申し上げ
ます。また、卓話、クラブ協議会ご指導宜しくお
願いします。鈴木ガバナー補佐、先週と今日大変
有難うございます。
山口茂会員
本日は、立原雅夫ガバナー様、公式訪問ありがと
うございます。御指導よろしくお願い致します。
鈴木秀憲ガバナー補佐様、先週今週と本当にあり
がとうございます。
萎沢利行会員
第 2570 地区ガバナー立原雅夫様、ガバナー補佐
鈴木秀憲様、地区副幹事副幹事笛木弘治様ようこ
そお越し下さいました。御指導宜しくお願いしま
す。

岡部俊之会員
第 2570 地区ガバナー立原雅夫様、ようこそ南ロ
ータリークラブへ。本日は御指導よろしくお願い
します。
佐川順一会員
立原雅夫ガバナー、ようこそ熊谷南ロータリーク
ラブへ！本日は御指導宜しくお願い致します。
又、
鈴木秀憲ガバナー補佐には先週に引き続き、当ク
ラブにお越し下さりありがとうございます。本日
は宜しくお願い致します。
棚澤正行会員
第 2570 地区ガバナー立原雅夫様、ガバナー補佐
鈴木秀憲様、地区副幹事笛木弘治様、ようこそ熊
谷南ロータリークラブへお越し下さいました。南
クラブは会長を先頭に、会員 30 名に向けて増強
に力を入れております。御指導よろしくお願いし
ます！
高田直樹会員
今日は御足下の悪い中、立原雅夫ガバナーにはご
来訪を頂きましてありがとうございます。ご指導
宜しくお願い申し上げます。又鈴木秀憲ガバナー
補佐には先週に引き続いてのご来訪誠にありがと
うございます。
渡邊藤男会員
立原雅夫ガバナー、鈴木ガバナー補佐ご来訪歓迎
いたします。本日宜しくお願い致します。
新井正一会員
皆様今晩は。本日は 2570 地区ガバナー立原雅夫
様、ご指導宜しくお願い致します。
井上哲孝会員
皆様こんばんは!!第 2570 地区ガバナー立原雅夫
様、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。今日は
“熱いぞ熊谷”ならぬ“寒いぞ熊谷”ですね。皆
様、風邪などひかない様お気をつけ下さい。井上
でした。
石井一則会員
お世話になります石井で～す。本日は第 2570 地
区立原ガバナーようこそご来訪頂き心から歓迎申
し上げます。また卓話、クラブ協議会ご指導宜し
くお願いします。鈴木ガバナー補佐、先週と今日
大変有難うございます。
中島勉会員
先程は、お世話になりました。第 2570 地区ガバ
ナー立原雅夫様には、公私ともご多忙の中、熊谷
南 RC へ、ご来訪賜りありがとうございます。今
月の15・16日は川越祭りが開かれるようですね。
一度見物してみたいです。その節は、よろしくお
願い致します。
清水保人会員
第 2570 地区立原ガバナーのご来訪を心より歓迎
申し上げます。本日は勉強させて頂きます。

☆立原ガバナーと懇談する入会三年未満の面々

☆クラブ協議会の発表を聴くガバナーや会長

☆クラブ協議会で発表する各委員長
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

