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熊谷南ＲＣテーマ ： 情緒豊かな一年に…
第７８１回例会
第７８１回例会 会報

会

長

挨

拶

会長 植竹 知子
本日理事会があり、この後各委員長に詳しく発表
してもらいます。

本日のプログラム ７月９日（水）
クラブ協議会②
熱いぞ、ラグビー！
熱いぞ、ラグビー！2014in 熊谷うちわ祭 PR

一年間よろしくお願い致します。

幹

事

報

告
具体的活動計画

幹事 中島 勉
１． 地区より
＊中井パストガバナーより、任期末を迎えての
ご挨拶
＊ロータリー財団地区補助金プログラム承認
書
＊ガバナー月信 7 月号
２．熊谷市国際交流協会より
＊ＮＺ・インバーカーギル市民訪問団歓迎パー
ティーの開催について
３．羽生ロータリークラブより
＊年度計画書
４．熊谷南ＲＣ 780 回会報
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会

会長就任挨拶

会長 植竹知子

クラブテーマ
「情緒豊かな一年に…」
東北地方を襲った東日本大震災より 3 年が過ぎ去
った今、政権は自民党に移り安倍首相が表明したア
ベノミクスなる“三本の矢”を柱とする経済政策、デ
フレ脱却、大胆な金融政策、財政政策、民間投資を
喚起する成長戦略などを掲げ、功を奏してか世論調
査等によると高く評価する向きがあります。
私共、経営者の団体としますと経済状況からは目
が離せないところであります。しかし一方では格差
社会の対策等まだまだ手薄の分野もあり、地域社会
において私どもロータリークラブとして力を発揮し
ていかなくてはならないかとも考えております。
さて、ロータリーの目的は奉仕の理念を奨励し育
むことにありますが、その礎となるのは、人の心持
ちであり心が動かなければその奉仕の目的や理念を
全うすることもできません。情緒心が高ければ、よ
りロータリー活動も自然に苦無く推進できるのでは
ないかと考えます。そして、情緒豊かな会となれば
自然に出席率も上がり、活動の達成度も高くなるは
ずです。
よって、今年のクラブテーマは「情緒性を高めよ
う！」としました。

例会の運営の仕方に工夫を凝らし、継続的スタイ
ルは守りつつ全員参加型の運営方式にしていきたい
と考えます。
・叙情歌の斉唱
SAA の方の感性で毎回違った童謡、唱歌を映像を
見ながら斉唱する。
クラブ例会に来た一瞬でも、心優しい気持ちにな
って頂く。
・ストレッチ体操の実施
会員医師の指導により、体育会系の担当に 3 分間
体操をし、血流の流れを良くして 1 時間過ごしても
らう。
・スマイル BOX の他に異業種交流 BOX の設置 会
員間の異業種交流があったら、お礼を兼ねて、投函
してもらう。出席ニコニコ BOX 委員会の方に新し
い用紙を作成してもらい、例会時勧誘を促す。

■クラブ奉仕委員会
一人一人のロータリアンが輝くことにより行い
たい。プログラム委員会、親睦委員会、会員増強委
員会で協力し、移動例会も盛り込み、地域に目を向
け活動したい。
・月 1 回例会時、
新入会員候補の伺いタイムを持つ。
また、スリーピング会員へはなるべくお願い事を声
がけし、参加機会を持って頂く工夫と、レベルの高
い例会作りを心がけ、参加してみたくなる例会作り
にする。
・地域の障害者施設、高齢者施設、子育て支援施設
などの見学
・合同例会において
〔平和〕戦争体験をされた（株）オキナヤ藤間豊
子様の卓話企画
・東京ガス様において男の料理教室の開催
■職業奉仕委員会
自己の職業倫理性を高め、同時に仲間の職業の
価値を認めて社会に役立つ。模範となる実例を卓話
で発表してもらいたい。
■社会奉仕委員会
地域に目を向け、時代にタイムリーな活動にロ
ータリアンとして参加協力したい。
・クールシェア活動の協力
・子ども、自然とのふれあい体験をしている団体へ
の協力

●東日本大震災の傷あとをまだ引きずっていると思
われる、又熊谷とは縁のある気仙沼南ロータリーク
ラブを候補クラブとし友好クラブとなれるよう働き
かけをします。
■国際奉仕委員会
国際奉仕委員長さんと協力し、他クラブで積極
的に交流しているクラブの話など取り入れたい。
・熊谷市国際交流協会様よりの卓話を頂く。
■青少年奉仕委員会
若者たちの将来を応援するためにもっと積極的
な活動をすべきですが、高校生社会体験支援しか取
組めておりません。継続事業として実施していきた
いと考えます。

幹事就任挨拶 幹事 中島勉
植竹会長年度幹事で、お世話になります。
会長の活動計画が、スムーズに行えるように各委員
長・会員とコミュニケーションをはかり、例会が進
行できるよう努力します。
例会場〈ガーデンパレス〉と、相談し会員減少の中
でも例会が行えるよう頑張ります。
少しでも、無駄を無くしたいと考えています。
〈食事
代等〉
一年間、よろしくお願い致します。

委 員 会 報 告
■ロータリー財団委員会
継続委員長にお願いをしておりますので、安心
しております。又、地区補助金の申請を済ませ、千
年桜の植樹をします。



出

席

報

告

例会日 ７月２日
■ロータリー米山記念奨学委員会
今年も受け入れをし、世界理解と親善に寄与し
ます。卒学した奨学生との関係の強化も図ります。

植竹会長年度 副会長就任にあたって
副会長 佐川順一
今年度、
副会長の役を仰せつかりました佐川です。
ご存知のとおり、新会長の植竹さんには株式会社
PIP の取締役であり、地域文化情報発信のリーダー
として熊谷市内に留まらず、行田、江南、東松山、
また深谷、本庄方面までその影響力は鳴り響いてい
ます。
また、母親として、主婦として、家庭を切り盛り
する傍らでこうした活動に勤しんでおられます。そ
うした姿には同じロータリアンとして羨望の思いを
抱かざるを得ません。
そんな中、今年度、南クラブ会長職を引き受け、
日頃多忙のご本人にとって、さらに多忙な毎日にな
る事と思います。
しかし、持ち前のガッツとアイデアで難なくこな
してしまうことでしょう。私は副会長として、何の
不安もなく文字通り「大船に乗った」つもりで一年
間、お側についていきます。
どうぞ、宜しくお願い致します。

会員数
出席
欠席
出席率
MU
２１
１３
８
０
６２％
お客様：
熊谷東ＲＣ 会長・高橋勤二様
副会長・清水利夫様
幹事・石井典男様
第 5 グループガバナー補佐・井桁憲治様
会長エレクト・吉田繁様
Ｒ財団委員長・小川智様
名誉会員 吉田博三様



ニコニコ BOX・異業種交流 BOX

熊谷東ＲＣ 副会長・清水利夫様
引継例会では大変お世話になりました。いよいよ
植竹知子年度のスタートとなりました。特色ある
運営を期待します。7 月 23 日には、また、卓話で
お世話になります。
熊谷東ＲＣ 会長・高橋勤二様 幹事・石井典男様・
第 5 グループガバナー補佐・井桁憲治様・会長エ
レクト・吉田繁様 Ｒ財団委員長・小川智様
植竹会長年度の船出をお祝い申し上げます。本年
度もよろしくお願い致します。
植竹知子会長・中島勉幹事
2014～15年度、
一年間よろしくお願い致します。
本日は、東ＲＣの皆様ありがとうございます。
吉田博三名誉会員

植竹年度の輝かしい門出をお祝い申し上げます。
岡本庄一郎会員
皆様こんばんは。昨年 1 年間、お世話になりまし
た。又、植竹年度が出発しました。おめでとうご
ざいます。又東ロータリークラブの高橋会長以下
役員の皆様、ようこそいらっしゃいました。本年
度も仲良く、宜しく御願い致します。
岡部俊之会員
植竹丸の出港をお祝いします。今日はうどんの日
だそうです。ねばり強くつよいコシをもってクラ
ブ運営をお願い致します。東ロータリーの皆様い
つもお世話になっています。よろしくお願いしま
す。
棚澤正行会員
植竹年度のスタート心よりお慶び申し上げます。
中島幹事のニガリで南クラブを固めて頂き、植竹
会長の指揮の元、一丸となって一年間頑張りまし
ょう！
島﨑次弘会員
植竹会長・中島幹事、新年度スタートおめでとう
ございます。私もしばらくは日程が重なってしま
い、なかなか例会に出席できませんが一年間よろ
しくお願いします。植竹さん、植竹さんらしいア
イデアと行動力で必ずクラブの活性化ができると
思います。頑張って下さい。中島さんにはただ一
言だけ、あまりお酒を飲み過ぎないでネ。🙅
渡邊藤男会員
植竹会長中島幹事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。熊谷東ＲＣの皆様本
日宜しくお願い致します。
矢部喜明会員
植竹年度スタートおめでとうございます。1 年間
よろしくお願い致します。
石井一則会員
熊谷東ＲＣの皆さんようこそ南クラブへ。
うなぎ、
おいしかったです。植竹会長、中島幹事頑張って
下さい。
清水保人会員
熊谷東ロータリークラブ高橋会長はじめ皆様ご来
訪頂きありがとうございます。清水特別代表よう
こそ。いつもありがとうございます。
塚越尚之会員
本日もよろしくお願いします。
井上哲孝会員・小野寺弘行会員
皆様こんばんは。熊谷東ＲＣの皆様方、本日はよ
うこそ、熊谷南ＲＣへお越し下さいました。植竹
会長、中島幹事、新年度スタート、おめでとうご
ざいます。一年間、頑張って下さい。微力ながら
応援します。井上・小野寺でした。
異業種交流ＢＯＸ

植竹知子会長→熊谷南ＲＣ皆様へ
活動計画書の作成を業務としてお受けしました。
ありがとうございました。
棚澤正行会員→プルミエール企画・石井社長様へ
ヘコミの無い中古車をお世話頂きありがとうござ
いました。快調に乗ってます。
中島勉幹事→熊谷商工会頭・藤間憲一様へ
クールシェア・マイスターに参加させて頂きあり
がとうございます。
井上哲孝会員→会長・植竹知子様へ
植竹会長、火災保険のお見積が出来上がっており
ます。ぜひご契約お願いします(^^)宜しく!!保険の
井上でした。

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

加藤公一・長谷川信

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