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熊谷南ＲＣテーマ ： 情緒豊かな一年に…
第７８８回例会
第７８８回例会 会報

本日のプログラム ９月 10 日（水）
卓話・熊谷市長 富岡清様

会

長

挨

拶

会長 植竹 知子
本日は、児玉会員が初例会参加です。歓迎申し上げ
ます。少しづつでオーケイですので慣れていってく
ださいね。さて、つきましては本日例会後時間の許
す方は 2 次回をショットバーエースにて歓迎会を企
画しましたのでご参加ください。又、本日より第一
例会で新入会員のリサーチ用紙というものを用意し
ましたので、皆さんご協力をお願いします。思いつ
く推薦したい人のお名前を書いて、棚沢会員増強委
員長に渡してください。
それから、
このあと島崎会員より説明がありますが、
奨学生でした金さんが結婚するそうで、寄せ書きを
送ろうということが理事会で決まりましたので、コ
メントをお願いいたします。
最後に、私ごとですが 8/10 母逝去の際には会よりお
花ご厚志を頂戴しありがとうございました。この場
をお借りしお礼申し上げます。
有難うございました。
今、
会社で人とのふれあいエピソード集を作成中で、
今年のテーマは「ささえあい」でして、原稿を書い
ているのですが、皆さんもそうだと思うのですが、
子どもが小さい頃は早く帰らないとならないとか、
介護中は寒くないか暑くないかと心配事が多く、煩
わしいと思いますが、いざ亡くなってみると心にぽ
っかり穴が空いたようで、心の支えだったんだなあ
と改めて思いました。
是非皆さんロータリーも実は心の支えなのかもしれ
ませんので、頑張りましょう。

幹

事

報

告
幹事 中島 勉

１． 地区より
＊ＲＬＩセミナー・パートⅠ 開催のご案内
＊米山研修旅行のご案内
＊地区青少年奉仕部門セミナー開催のご案内
＊地区補助金資金管理セミナーのご案内
＊第1回ロータリー財団部門セミナーのご案内
＊学友会ニュース
＊ロータリー文庫 資料目録
２．熊環連より
＊第 17 回荒川の恵みと熊谷を考える集い開催
について
＊研修旅行のお知らせ

３．ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま１７３
４．米山梅吉記念館より
＊館報 他
５．吹上ＲＣより
＊年度計画書 会報
６．ロータリーの友事務所より
＊「ロータリーの友」英語版 11 月中旬発行
７．高城神社より
＊例大祭のご案内
８．㈱ピーアイピー 植竹様より
＊御礼
９・熊谷南ＲＣ 第 785 回・786 回・787 回会報
4 クラブ合同例会掲載新聞記事
以上が届いております。

委 員 会 報 告
奉仕３部門合同セミナー
社会奉仕委員長 棚澤正行
日時 平成２６年８月３０日 (土)
場所 東松山紫雲閣
１3 時 点鐘 第１回全体会議がありました。
坂本ガバナー、高柳エレクト、職業奉仕部門委員
長 竹間さん、社会奉仕部門委員長 新井さん、国
際奉仕部門委員長 新島さんより挨拶及び
部門委員長報告がありました。皆さん、大変短くお
話しをされたので３０分短縮となりました。詳しい
内容は植竹会長の挨拶の通りです。
１４時から分科会となり社会奉仕部門 加藤パス
トガバナーの仕切りのもと、地域社会奉仕委員会、
アイバンク委員会、世界遺産登録推進委員会、ブラ
イダル委員会、の順に報告がありました。
社会奉仕活動データを提出することにより、他の
クラブがどのような活動をしているか、
2570 地区の
ホームページから閲覧できるように準備を進めてい
るそうです。
アイバンクに関しては、角膜は７時間から１０時
間に移植すれば OK であるというお話や、腎アイバ
ンクへの登録のお願いがありました。
世界遺産登録推進委員会からは、さきたま古墳、
無形文化遺産として、秩父音頭、川越祭りも推進し
ているそうで、サポーター会員を募集しているそう
で、キャラバン隊の卓話申し込みのお願いがありま
した。

ブライダル委員会は年２回のパーティーと、年２
回の相談日を設けているそうで、７月１９日に第１
回のパーティーが済みました。
第２回は１０月４日土曜日にサイボクハムにて、
野外 BBQ パーティーを予定しているそうです。
登録申込書は私のところにあります、登録資格は
ロータリアン、または、ロータリアンの御子息、子
女及び、知己のかたで、ロータリアン１名以上の紹
介が得られる方です。現在男性３０名、女性３０名
計６０名の登録があり、現在まで８組が挙式された
そうです。感想としては、男性の方がおとなしいと
いうことでした。
１５時半より、第２回全体会議があり、坂本ガバナ
ーの総評により終了となりました。
以 上
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お客様：名誉会員 吉田博三様
米山記念奨学生 崔恩美さん
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ニコニコ BOX・異業種交流 BOX

植竹知子会長
新入会員兒玉様、
本日は初例会歓迎申し上げます。
無理せず少しずつ慣れていって下さいネ。 改め
まして、8 月 10 日母死去の際は、会からご丁重な
ご厚志を賜りまして厚く御礼申し上げます。
中島勉幹事
秋らしくなって、過ごしやすくなりました。 兒
玉様、熊谷南ＲＣ入会ありがとうございます。移
動例会、いかがでしたか？
兒玉達紀会員
本日より入会させて頂きます、兒玉達紀と申しま
す。今後とも宜しくお願いしたいと思います。
吉田博三名誉会員
涼しいぞ熊谷と云いたいところです。
岡本庄一郎会員
こんばんは！兒玉さん、入会おめでとうございま
す。私達会員と早くなじんで面白くや りましょ
う。これからも宜しく
島﨑次弘会員
ご無沙汰しております。今日は久しぶりの例会で
す。よろしくお願いします。新会員の兒玉さん、

ようこそ熊谷南ＲＣへ。入会おめでとうございま
す。これからよろしくお願いします。
棚澤正行会員
兒玉達紀様、南クラブへようこそ！会員増強委員
長の棚澤です。新入会員の入会を大変喜ばしく思
います。兒玉さん、楽しくやっていきましょう！
岡部俊之会員
兒玉達紀様、南ロータリークラブに入会おめでと
うございます。大歓迎です。
渡邊藤男会員
兒玉達紀様、
南ＲＣご入会おめでとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
清水保人会員
兒玉さん熊谷南ロータリークラブご入会おめでと
うございます。大歓迎いたします。
[会員誕生]
塚越尚之会員
誕生日を祝っていただきありがとうございます。
60 歳になります。年金は来年 61 歳になってから
です。残念。
小野寺弘行会員
誕生日を祝っていただきありがとうございます。
[奥様誕生]
石井一則会員
妻に美しい花をありがとうございます。たぶん 45
回目の誕生日かな？
異業種交流ＢＯＸ
中島勉幹事→参加会員の皆様へ
ＢＢＱパラダイス、
ご利用ありがとうございます。
御家族・会社等でご利用ください。
井上哲孝幹事→会員の皆様へ
皆さんこんばんは。保険の井上です。当社代理店
の“代理店更新会社・日本興亜損保(株)”は、平
成 26 年 9 月 1 日に㈱損害保険ジャパン社と合併
し、
“㈱損害保険ジャパン日本興亜損害保険”にな
りました。規模では、日本一大きな損保会社だそ
うです。中身はまだまだこれからのようですが、
よろしくお願いします。損保ジャパン社の保険シ
ステムがメチャクチャでとても使いづらいで
す・・・でも頑張りたいと思います。
本日のニコニコＢＯＸ投函金額 21,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函金額 2,000 円
本年度ニコニコＢＯＸ投函合計金額 131,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函合計金額 17,000 円

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
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