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熊谷南ＲＣテーマ ： 共に燃えよう
第７３４回例会
第７３４回例会 会報
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本日のプログラム ７月１０日（水）
１０日（水）
クラブ協議会「各委員長挨拶」

会長 岡本 庄一郎

皆様、こんばんは。本日 7 月 3 日(水)岡本、井上
新年度の第 1 回例会です。本日は、親クラブの熊谷
東ロータリークラブから 6 名の会員様より訪問を受
けております。新会長は佐藤良孝様、副会長の中山
康徳様、幹事の小川智様、会長エレクトの高橋勤二
様、正ＳＡＡの野澤正春様、親睦研修副委員長の石
田純道様、ようこそ南クラブへ。当クラブの名誉会
員、吉田博三様にもこれから一年間宜しくお願い致
します。

又私達南クラブでも、本日東クラブの第 1 回昼例会
へメークアップに行って参りました。私 岡本、井
上幹事、渡邊直前会長、石井前幹事、植竹会長エレ
クトの 5 名です。先程はお世話になりました。
先程第 1 回目の理事会が開かれ、全ての議案が承
認されました。ありがとうございました。全会員の
組織の承認、暫定収支決算の承認、活動計画の承認
等です。
さて、ロン・バートン国際ロータリー会長が、今年
のテーマとして、
「ロータリーを実践し、みんなに豊
かな人生を」を掲げました。私達ロータリアンが奉
仕を実践し、会員が意義ある役割を持ち、活動に貢
献し、人々の人生を豊かにする。そのことで一番豊
かになるのは私達自身である。と述べられました。
第 2570 地区の中井ガバナーは、ロン・バートン国
際ロータリー会長の方針に全会員が協力し、その上
で「継続」
「変革」
「簡素」
「充実」のバランスを取っ
た地区運営を目指す、としています。
当クラブにおきましては、最大の課題は会員の減
少であり、会員増強であります。渡邊年度に 26 名い
た会員が3 名減り、
23 名です。
少々寂しい限りです。
会員全員、危機意識を持ち、
「1 人が 1 人増強」を常
に思ってもらいたいと思います。
規定審議会での改訂事項ではありませんが、
旧
「ロ
ータリーの綱領」が「ロータリーの目的」という日
本語訳に改訂されましたのでお知らせします。あと
に続く第 1.2.3.4.の日本語訳も変わりました。要す
るに現代にマッチする言葉になりました。私達のク
ラブも、毎例会に「4 つのテスト」の唱和を行って

いましたが、今年度から「ロータリーの目的」の唱
和に変更したいと思います。又、五大奉仕の内、新
世代が、名称のみ青少年奉仕に変わりました。来る
7 月 17 日に臨時総会を開いて、一部クラブ細則を変
えたいと思います。ぜひ皆様方の御協力をお願い致
します。
例会時間の見直しですが、前年度では、午後 6 時
30 分より食事、7 時より 8 時まで例会でしたが、今
年度は基本的には午後7時より8時まで例会(例会中
に食事)に変わります。ただし、外部からのお客様の
卓話等ある場合、
従来通り午後 6 時 30 分食事と致し
ます。(ガバナー公式訪問時には、さらに早くからの
食事となります。
)追って時間割りはその都度お知ら
せ致します。
例会時の服装、身だしなみもロータリアンらしく
ありたいと思います。
何はともあれ、
実のある例会、
為になる例会、出席して良かったと思えるような例
会を目指します。これから 1 年間、宜しくお願い致
します。
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委 員 会 報 告 v

告
親睦副委員長 棚澤正行
幹事 井上 哲孝

納涼例会のご案内
１． 地区より
＊国際ロータリー細則第13 条による公表(ガバ
ナーノミニーについて)
２．熊谷ＲＣより
＊創立 60 周年記念誌
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会
パスト会長 渡邊藤男

こんばんは。幹事の井上です。熊谷東 RC の皆様、
本日は熊谷南 RC へ起こしいただきありがとうござ
います。さて、岡本年度スタートにあたり、幹事と
しての役割をお話したいと思います。先週の引継ぎ
例会でもお話させていただきましたが、やはり幹事
は「会長の女房役であり、また会員の皆様の母親役
である」
と感じております。
会長方針に沿った形で、
会員の皆様には会長の考えをお伝えし、会員の皆様
方からの意見はまとめて会長にお伝えをする事で、
相互の意見集約をスムーズに行えるよう、この１年
間頑張って行きたいと思います。そして熊谷東 RC
に決して負けることの無い様、クラブ運営を執って
行きたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたしま
す。
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例会日 ７月３日
会員数
出席
欠席
MU
２３
１５
８
０
お客様：
熊谷東ＲＣ
会 長
佐藤良孝様
副会長
中山康徳様
幹 事
小川 智様
会長エレクト
高橋勤二様
正ＳＡＡ 野澤正春様
親睦研修副委員長
石田純道様
名誉会員 吉田博三様

出席率
６５％



ニコニコ BOX

熊谷東ＲＣ 会長 佐藤良孝様
幹事 小川智様
副会長 中山康徳様
お世話になります。本日は岡本会長を始め東クラ
ブの第 1 例会にご来訪いただき、誠にありがとう
ございました。本日は岡本年度の船出を祝福する
ため、馳せ参じました。本日は宜しくお願い致し
ます。
熊谷東ＲＣ 会長エレクト 高橋勤二様
岡本年度の船出をお祝い申し上げます。
熊谷東ＲＣ 正ＳＡＡ 野澤正春様
親睦研修副委員長 石田純道様
本日は、お世話になります。宜しくお願い致しま
す。
岡本庄一郎会長・井上哲孝幹事
皆様こんばんは。
本日より岡本年度が始まります。
1 年間宜しくお願いします。 熊谷東ＲＣ 佐藤
会長、小川幹事、野澤ＳＡＡ、中山副会長、高橋
会長エレクト、石田親睦副委員長、熊谷南 RC ご
来訪いただきありがとうございます。熊谷東 RC
に負けない様、頑張りたいと思います。本日はご
ゆっくりとして行って下さい。
名誉会員 吉田博三様
岡本年度の素晴らしいスタートをお祝い申し上げ
ます。
棚澤正行会員・小野寺弘行会員
熊谷東 RC の皆様、本日はお忙しい中、岡本年度
の船出に駆けつけて頂きありがとうございます。
岡本会長、井上幹事、一年間よろしくお願い申し
上げます。
山口茂会員
岡本会長、井上幹事いよいよ今日よりスタートで
すね。岡本年度の大成功を御祈念しております。
東クラブの佐藤会長、小川幹事、会員の皆様、よ
うこそ御来訪下さいました。ロータリーライフを
楽しんで下さい。
渡邊藤男会員

岡本会長、
井上幹事ご就任おめでとうございます。
一年間宜しくお願い致します。また本日は熊谷東
RC の皆様ようこそ、南 RC へ。
植竹知子会員
岡本年度スタートです。皆で盛り立てましょう！
東クラブの皆様、ようこそ！ いよいよ 7 月、う
ちわ祭がやってきます。
うちわ祭もっと²ガイド本
日発行日で、持ってきましたので読んで下さい。
石井一則会員
熊谷東ＲＣの皆様、本日はお忙しい中、御来訪あ
りがとうございました。又昼の例会メークアップ
お世話になりました。岡本会長、井上幹事 1 年間
ハリキッテ下さい。
島﨑次弘会員
佐藤会長始め東クラブの皆さん、多数のご来訪あ
りがとうございます。岡本会長・井上幹事、岡本
年度スタートおめでとうございます。これから一
年間お世話になります。よろしくお願いします。
ガンバレー！！ いつもニコニコ現金払い、ニコ
ニコ委員長の矢部さんも、これから毎週の矢部節
を楽しみにしています。
矢部喜明会員
岡本年度スタート、おめでとうございます。一年
間、よろしくお願いします。

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

中島勉・塚越尚之

TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

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

