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６６７回例会 会報

新年籠原
新年籠原クラブ
籠原クラブ合同例会
クラブ合同例会
楽しみにしていた一年
しみにしていた一年ぶりの
一年ぶりの籠原
ぶりの籠原クラブ
籠原クラブとの
クラブとの合同例会
との合同例会でした
合同例会でした！
でした！

本日の
本日のプログラム ２月１日（水）
卓話・
卓話・ロータリーの
ロータリーの友地区代表委員
栗山昇様
会

長

挨

拶

会長 島﨑 次弘
皆さん今晩は。去年の 1 月にご一緒してから今日
は待ちに待った一年ぶりの合同例会です。籠原クラ
ブの皆さんよろしくお願い致します。
ロータリーでは会員同士が親睦を図ることがクラ
ブ奉仕の柱の一つになっておりますが、親睦は何よ
りも理屈抜きに楽しいものだと思います。
各クラブがお互いのクラブ内でそれぞれ親睦に力
を入れておりますが、意外と他クラブと交流する機
会は限られてしまっているように感じます。今日こ
のように合同例会でご一緒させて頂き、ロータリア

ン同士交流を深めて知り合いを広めることができま
すのは、ロータリーライフをたいへん豊かにしてく
れるものだと思います。このような場を作って頂き
まして笠原会長、そして籠原クラブの皆さんに改め
て感謝申し上げます。
私たちの南クラブは今年度で創立 15 周年を迎え
ております。これからいくつかの記念事業を行いな
がら、会員一丸となって 5 月 16 日の 15 周年記念式
典に向かって、
取り組んで行くところでございます。
5 月 16 日の記念式典には、笠原会長さん、山口幹事
さんに、いずれご招待状をお送りさせて頂きます。
その節はよろしくお願い致します。
私たちは創立 15 周年ですが、籠原クラブさんは
創立 23 年ということで私たちよりも 8 年先輩にな
ります。私も以前メイクアップにお邪魔して感じま
したが、クラブ内の雰囲気が和気あいあいとしてい
て和やかで、それでいて活気があり、たいへんチー
ムワークの良いまとまりのあるクラブであるという
強い印象を受けました。私たちがお手本にしたいと
ころをたくさんお持ちのクラブでございます。これ
からも引き続きよろしくお願い申し上げます。
まずは今日、私たち南クラブ会員一同たいへん楽
しみにしております。お互いに多いに楽しみましょ
う。

幹

事

報

告

幹事 奥田 尚幸

☆広報・記録委員会セミナーの発表する塚越会員
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例会日 １月２５日
１． 地区より
＊2月のロータリーレート 1ドル＝78円
＊米山記念奨学生の世話クラブお引き受
けについてのお願い
＊鈴木ガバナーエレクトより寒中見舞い
２．熊環連より
＊行事案内
３．社団法人熊谷青年会議所より
＊御礼
４．熊谷南 RC 第 666 回会報・社会奉仕活動報告

会員数
２７



出席
１８

欠席
９

MU
０

出席率
６７％

ニコニコ BOX

以上が届いております

。
☆初めての座敷での例会

委 員 会 報 告

☆たくさんのニコニコＢＯＸ有難う御座いま
した
島﨑次弘会長・奥田尚幸幹事
籠原クラブの皆さん、南クラブの皆さん、ロータ
リアン同士、今日は理屈抜きで楽しみ ましょう。
これからも親睦を深め合って、お互いのクラブの
将来も、
『まんまる』間違いなし、と行きましょう。
今日はお世話になります！
澤田將信会員
籠原 RC の皆さん大変お世話になります。また、
2 月 2 日の第 5 グループ、フレッシュマン研修セ
ミナーよろしくお願い致します。
李一孝会員
合同例会、楽しみにしていました。本日はよろし
くお願い申し上げます。
佐川順一会員

本日、籠原 RC・熊谷南 RC 合同例会が盛大に開
催されましたことをお慶び申し上げます。これを
機会に、会員の皆様の御健康、御発展、また、両
クラブの友好がますます深まることを記念いたし
ます。
山口茂会員
籠原 RC の会員の皆々様、熊谷南 RC の会員の皆
様、本日の合同例会を、大変楽しみにして出席致
しました。過去、現在、未来と、今後も宜しくお
願い致します。
高田直樹会員
皆様今晩は。籠原 RC の皆様本日は大勢でお伺い
致しました。合同例会宜しくお願い致します。
渡邊藤男会員
籠原 RC の皆さん、本日宜しくお願い致します。
岡本庄一郎会員
久し振りの合同例会、宜しくお願い致します。知
り合いの仲間も数人おり、今から顔合わせ、楽し
みにしています。
矢部喜明会員
籠原 RC のみなさん、本日はよろしくお願いしま
す。
石井一則会員
今晩は、熊谷南 RC の石井で～す。籠原 RC の皆
さん初めまして、今夜はお手柔らかにお願いしま
す。また、2 月 2 日のフレッシュマン研修に参加
される方いましたら、よろしくお願いします！
中島勉会員
第二の、故郷での熊谷籠原 RC との新年合同例会
宜しくお願い致します。市 P 連会長時代に、お邪
魔した以来です。茂木様・並木様の兄上様には、
大変お世話になりました。合同例会、よろしくお
願い致します。
塚越尚之会員
籠原クラブの皆様、本日は合同例会よろしくお願
いします。
長谷川信会員
熊谷籠原ロータリークラブ様、本日はお世話にな
ります。
清水保人会員
本日の合同例会お世話になります。宜しくお願い
致します。
[会員誕生]

☆誕生日プレゼントを頂きハイポーズ
岡部俊之会員
籠原ロータリークラブの皆様と一緒に今年も誕生
を祝ってくれてありがとうございます。昭和 21
年 1 月 2 日生まれです。この時期生まれた人は非
国民といわれています。
棚澤正行会員
籠原 RC の皆様、本日は合同例会で大人数でお世
話になります。本年も熊谷南 RC をよろしくお願
い致します！
井上哲孝会員
皆様こんばんは。熊谷籠原 RC の皆様、本日は宜
しくお願い致します。本日 1 月 25 日はちょうど
私の誕生日です。初めて 49 歳になりました。50
歳へのカウントダウンが始まり、気持ちが引き締
まる思いです。ついでに体も引き締めたいと思い
ます。今後も宜しくお願いしまーす。井上でした。
[奥様誕生]
清水保人会員
妻に美しい花をありがとうございます。

☆例会も終わりいよいよ 2 クラブ親睦会スタート

☆大きな杯で乾杯、流石酒豪ぞろいの籠原クラブ

☆親睦委員の皆さんお疲れ様でした！

☆ミャンマーからの奨学生 サンマイジャさんも御挨拶！

♪最後に恒例の【手に手つないで】を全員で♪

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

☆山口 茂 地区クラブ奉仕部門委員長の挨拶

