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熊谷南ＲＣテーマ ： 初心に返る
第６８８回例会
第６８８回例会 会報
渡邊年度スタート、初めての例会です。
渡邊年度スタート、初めての例会です。
会

長

挨

本日のプログラム ７月１１日（水）
１１日（水）
クラブ協議会 各委員長挨拶

拶
会長 渡邊 藤男

例会の会場が４階から３階に変わりました。

幹

事

報

告
幹事 石井 一則

１． 地区より
＊ＲＩ日本事務局財団室ＮＥＷＳ
＊ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
＊埼玉新聞掲載広告
＊第２回会長幹事会のご案内
＊2012－13 年度地区分担金納入のお願い
＊職業奉仕セミナー開催のご案内
＊ロータリー・リーダー2012 年 7 月号
＊社会奉仕活動のホームページでの紹介
＊第 11 回日韓親善会議参加の 2 次募集の
お知らせ（お願い）
２．公益財団ロータリー米山記念奨学会より
＊２０１２年度上期普通寄付金のお願い
３．熊谷ひろみさんより
＊お礼状
４．熊谷市国際交流協会より
＊第 20 回外国人による日本語スピーチコ
ンテスト開催にかかる御後援並びにご協
賛について（お願い）
５．熊谷市コミュニティづくり市民協議会より
＊平成 24 年度熊谷市・深谷市・寄居町コ
ミュニティ協議会合同研修会の開催につ
いて（御案内）
以上が届いております。

入

会

式

お 客 様 挨 拶
熊谷東 RC 会長 草薙友光子様

新入会員 小澤髙広会員
熊谷市小島６６２－１
推薦者
李一孝会員

米山奨学金贈呈
米山奨学生 黄ボラさん

委 員 会 報 告
地区クラブ奉仕部門委員長 山口茂



出

席

報

告

例会日 ７月４日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２６
１９
７
０
７３％
お客様：
熊谷東ＲＣ 会長・草薙友光子様
副会長・岩崎孝男様
幹事・宮川進様
研修リーダー 中山康徳様
会計・高橋勤二様
正ＳＡＡ・野中修様
社会奉仕委員長・間庭崇様
親睦･研修委員長・市川富夫様
副幹事・小川智様
黄・ボラさん



ニコニコ BOX
ニコニコ BOX 委員長 加藤公一

国際ロータリー 田中作次会長の新聞記事につい
て、ガバナー月信について報告。

親睦委員長 清水保人

納涼例会について発表

プログラム委員長 植竹友子

７月、８月プログラム予定発表

熊谷東ＲＣ
会長・草薙友光子様 副会長・岩崎孝男様
幹事・宮川進様 研修リーダー 中山康徳様
会計・高橋勤二様 正ＳＡＡ・野中修様
社会奉仕委員長・間庭崇様
親睦･研修委員長・市川富夫様 副幹事・小川智様
熊谷南ロータリークラブ、渡邊年度、スタート御
祝い申し上げます。本日は当クラブに南ＲＣ会員
皆様のメーキャップ有難うございます。熊谷東Ｒ
Ｃ草薙会長、岩崎副会長、他 会員有志共々例会
参加致します。本年も宜しくお願い致します。
熊谷東ＲＣ・熊谷南ＲＣ特別代表 清水利夫様
渡邊会長初例会おめでとうございます。本年度頑
張って下さい。本日急用が出来、例会欠席させて
頂きます。申し訳ありません。
渡邊藤男会長・石井一則幹事
熊谷東ＲＣの皆様大勢の御来訪ありがとうござい
ます。また、昼の例会お世話になりました。渡邊
年度初めての例会なので会長幹事大変緊張してい
ます。新入会員の小沢様よろしくお願いします。
島﨑次弘会員
渡邊年度のスタートおめでとうございます。渡邊

さん、石井さん、一年間よろしくお願いします。
東クラブの皆様、昼間の例会ではお世話になりま
した。
草薙年度のスタートおめでとうございます。
ようこそおいで下さいました。10 名も来て下さる
とはさすがは親クラブ。すごいパワーですね！渡
邊さん、負けないように頑張りましょう。今年度
もよろしくお願いします。
李一孝会員
渡邊会長、石井幹事、今年一年の御活躍お祈り申
し上げます。小沢さんの入会、心よりお祝い申し
上げます。草薙会長を始め東ロータリーの皆様、
御来訪ありがとうございました。
山口茂会員
東クラブの草薙会長、宮川幹事始め、本日はよう
こそ御来訪下さいました。又、昼の例会ではお世
話になりありがとうございました。渡邊会長、石
井幹事の船出を祝い、大成功を御祈念致します。
小沢新会員、ようこそ南クラブに入会頂きありが
とうございます。
棚澤正行会員
渡邊会長、石井幹事、渡邊年度のスタートおめで
とうございます！東ＲＣの皆様、草薙年度のスタ
ートおめでとうございます。また、お忙しい中、
大勢でのメークアップありがとうございます。渡
邊会長ともども南クラブを今年度もよろしくお願
いします。
清水保人会員
渡邊年度のスタートおめでとうございます。熊谷
東ロータリークラブの皆様ようこそいらっしゃい
ました。小沢さんご入会おめでとうございます。
大歓迎いたします。
植竹知子会員
東ＲＣの皆様ようこそ！熊谷うちわ祭もっと²ガ
イド発行しました。読んで下さい！そして、うち
わ祭を 2 倍楽しんでネ。
中島勉会員
いよいよ、渡邊・石井年度のスタートですね。一
年間宜しくお願いします。熊谷東ＲＣから、草薙
会長はじめ、多くの会員の皆様ようこそ熊谷南Ｒ
Ｃへ。渡邊年度から入会される小沢高広さん、こ
れからよろしくお願いします。
矢部喜明会員
渡邊年度スタート、おめでとうございます。一年
間よろしくお願いします。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。熊谷東ＲＣの皆様、昼の例会で
は大変お世話になり、又、当クラブへようこそお
越し下さいました。渡邊会長、石井幹事の晴れ姿
を御堪能して行って下さい。私自身、なるべく口
を出さず、お金も出さず、軽いフットワークのみ
で、この一年を乗り切ろうと考えてます。よろし
くお願いします。井上でした。

ク ラ ブ 協 議 会
会長就任挨拶

会長 渡邊藤男

7 月より会長に就任致します、渡邊です。皆様宜し
くお願い致します。前年度は創立 15 周年記念の年
でも有り、色々な行事を行って来ました。今年度は
前年度の様に特別な行事等は有りませんが、20 周年
25 周年に向けた大事な 1 年に成ると考えておりま
す。私は南ＲＣに入会したのが 36 歳でした。先輩
方に支えられてここまでやってこられたと思います。
自分で言うのもなんですが、南ＲＣに成長させて頂
いたと思っております。恩返しと言ってはなんです
が、南ＲＣの為、一生懸命に会長を務めたいと考え
ておりますので、皆様、何卒ご協力とご支援を宜し
くお願い致します。今年度は会員数 26 名でスター
トとなりますが、会長のポテンシャルは、大きなク
ラブと何も変わりません。
みんなの南ＲＣですので、
皆様と一緒になり、大きなクラブに負けない様なク
ラブにして行きましょう。

幹事就任挨拶

幹事 石井一則

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 塚越尚之・長谷川信
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagayahttp://kumagaya-southsouth-rc.com/

