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熊谷南ＲＣテーマ ： 情緒豊かな一年に…
第７９６・７９７
第７９６・７９７回例会
・７９７回例会 会報

会

長

挨

本日のプログラム １１月
１１月１９日（水）
１９日（水）
＊「SAKUJI 作戦」推進について
移動例会・料理教室
＊飯能 RC 例会場変更のお知らせ

拶

会長 植竹 知子
日増しに寒くなって参ります。
10/30.31.11/1 と 2 泊で母の故郷青森迄、行って参
りました。東北自動車道から見る紅葉は、迫力があ
りました。関東の山景色とは違い、生命があるから
こそ変化し続ける！生きているぞ！といったメッセ
ージを力強く訴えるようです。母の祖先、祖父母に
墓前で手を合わせ心静かに通知し、なんだか役目を
果たした気持ちになりました。そして、その後あん
たは生きているのだから、
まだまだ頑張らないとと、
後押しされたような 勇気を頂いて参りました。
さて、それから私事ですが先日通知がきたのですが
熊谷市より男女共同参画推進表彰を受けることとな
りました。11/22 に表彰式が文化センターにて行わ
れるそうです。
さてロータリーのことでは、昨日会長幹事会があり
IM のことがメインでした。名称のことですが、世界
中で今はグループミーティングとよんでいるそうで
すので、改めるそうですが間違える為、カッコ IM
でいくそうです。南ロータリーに直接関係のある事
としますと、親子クラブとして協力体制でいく点コ
ホストクラブという位置ずけでの開催になるそうで
して、手伝いも 4 名出してくださいとの要請を受け
ました。
又、本日理事会があり各委員長さんより決まったこ
と発表して頂きますが、11.12 月は移動例会等多く
変則ですのでご注意下さい。
会長挨拶は以上です。

幹

事

報

告
幹事 中島 勉

１． 地区より
＊11 月のロータリーレート 1 ドル＝106 円
＊第 3 回会長幹事会の御案内
＊ＲＩ会長ゲイリーC.K.ホァンご夫妻をお迎
えして「ジャパン・ロータリーⅡin 東京」開
催のご案内
＊米山記念奨学部門第 2 回カウンセラー会議の
ご案内
＊米山記念奨学部門クリスマス会のご案内

＊2012－2013 年度決算承認について
＊署名活動のお願い
＊学友会ニュース
＊「第 4 回 オリエンテーション」公開開催の
ご案内
２．熊谷市より
＊第 33 回コミュニティ活動実行賞・第 3 回コ
ミュニティ活動奨励賞表彰式開催について
(通知)
＊平成 26 年度熊谷市文化功労者・教育関係職
員表彰式開催の御案内
３．熊谷市国際交流協会より
＊国際交流パーティーの開催について(御案内)
４．熊谷南ＲＣ第 795 回会報
以上が届いております。

委 員 会 報 告


出

席

報

告

例会日 １１月５日
会員数
出席
欠席
MU
２２
１４
８
０
お客様：米山記念奨学生 崔恩美さん

出席率
６４％

例会日 １１月９日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２２
５
１７
０
２３％
お客様：ロケットシップ オーナー 梅沢拓さん



ニコニコ BOX・異業種交流 BOX

植竹知子会長
しばらくぶりで～す。
中島勉幹事
こんばんは、2 週間例会休み長かったですね。親
睦委員会の皆様よろしくお願いします。
渡邊藤男会員
崔恩美さん、先日の外国人スピーチコンテストお
疲れ様でした。
岡部俊之会員

株が上がっています。これで気分良く気仙沼へ行
けます。フカヒレと戻りカツオを食べてきたいで
す。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。親睦委員長の井上です。会員誕
生の該当者のいない 11 月です。本日は兒玉会員
のイニシエーションスピーチがありますので助か
ります。少しずつ寒くなってきました。皆様、風
邪などひかぬ様、気をつけて下さい。
棚澤正行会員
本日は、親睦例会の中で新入会員リサーチです。
皆様よろしくお願いします。
石井一則会員
だいぶ寒くなりましたね。昨日子供が退院できま
した。でも又、今月末から入院になりそうです。
塚越尚之会員
本日もよろしくお願いします。
［異業種交流ＢＯＸ］
岡本庄一郎会員
異業種交流ではありませんが、我が社が、異業種
部門のリフォームセンターを立ち上げました。業
界紙に載ったので、配布します。見て下さい。リ
フォームする仕事があったら宜しくお願いします。
[奥様誕生]
兒玉達紀会員
妻に美しい花をありがとうございます。今年は何
をプレゼントしようか迷っています。まさかこの
花だけではダメですよねえ・・・
岡部俊之会員
妻に美しい花をありがとうございます。
植竹知子会長
夫に美しい花をありがとうございます。10 月 25
日夫の誕生日でした。同い年です。
小野寺弘行会員
妻に美しい花をありがとうございます。

本日のニコニコＢＯＸ投函金額
20,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函金額
1,000 円
本年度ニコニコＢＯＸ投函合計金額 250,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函合計金額 22,000 円

11 月 9 日(日) 荒川河川敷清掃活動
第 17 回荒川の恵みと熊谷を考える集い 参加事業

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

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

気 仙 沼 南 ＲＣ 訪問

友好クラブを国内に！
国際的な会ではありますが、あの忌まわしい東北大
震災より 3 年半が過ぎ、忘れない意味でも東北のク
ラブと友好クラブの関係がもてたら良いのでは……
と考えた時、
是非気仙沼南ロータリーと考えました。
熊谷次郎直実の末裔が多くおり、熊谷姓が多い同じ
南である。フエイスブックでつながっており身近だ
ったというのは私だけかもしれませんが……なにし
ろ、行ってみよう！ということで岡本委員長を筆頭
に岡部さん、高田さん、植竹の 4 人で 11/6.7 と一泊
でメイクアップして参りました。
大変歓迎していただき、来年春に旅行の約束をさせ
ていただき、うちわ祭には向こうから来てください
ね……なんていう話まで持ち上がり……それはお酒
の席での話でしたが……
又、なにより私が感動したのは、家や会社やお店を
失った方々がロータリーをやめずに、存続させてい
るということです。そして、皆さん明るい。
あの災害のあと会場がないので倉庫の中でコンビニ
弁当で例会をやった話には、何か学ぶべきことがあ
りました。我々クラブは何の不足もない状況で会が
運営されておりますが、もし大災害がおきた時クラ
ブを存続させられるでしょうか。その辺の話ももっ
とおききしたかったです。

気仙沼プラザホテルの 2 階が例会場でした。

充実した 2 日間でした。

気仙沼の隣町、陸前高田の土盛り工事はまるで
高速道路が出来ている様でした。

私共 4 名に、気仙沼南ＲＣの方々6 名での宴会とな
り、新鮮な生ものを頂き、大盛り上がりでした。

