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熊谷南ＲＣテーマ ： チームワーク
第８４２回例会
第８４２回例会 会報

～ 3 クラブ合同例会にて ～

～野菜ソムリエの牧野悦子様～
～野菜ソムリエの牧野悦子様～

～ 親睦会 ～

本日のプログラム １１月
１１月２５日（水）
２５日（水）
卓話・地区奨学学友委員会副委員長
卓話・地区
奨学学友委員会副委員長
平井 博様（深谷ノースＲＣ）

会 長 の 時 間

会長 石井 一則
３クラブ合同例会 会長挨拶
今晩は、３クラブ合同例会に大勢の御出席有難う御
座います。
最初に井埜ガバナー補佐のお見舞いを申しあげます、
１日も早くの補佐復帰をお待ちしております。
本日参加の３クラブとも無事にガバナー公式訪問を
終え、会長・幹事・各委員長さんを始め会員の皆様
お疲れ様でした。
改めてご協力有難う御座いました、
お礼を申し上げます。
公式訪問を終え一段落したところで近隣のクラブ
で親交を深める為に合同例会を企画してみました。
籠原クラブさんについては親睦旅行が終わったばか
りでお疲れ様です。
昨年は藤間様による戦争体験のお話、一昨年は富士
重工アイサイトの開発にまつわる講演でした。今年
も熊谷出身で御活躍している方はいなかなと思った
ところ、テレビを始め色々なメディアに引っ張りだ
こで(２０１５年度全国５万人の頂点に立ち金賞を
獲得)した牧野悦子さんが思い浮かび、お願いしたと
ころ、気持良くお引き受けして頂けました。
皆さん本日の講演楽しみにしてください。
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ニコニコ BOX・異業種交流 BOX

石井一則会長
熊谷東ＲＣの皆様、熊谷籠原ＲＣの皆様、そして
熊谷南ＲＣの皆様、本日は合同例会です。よろし
くお願い致します。牧野悦子様、卓話よろしくお
願い致します。
清水保人幹事
本日の 3 クラブ合同例会よろしくお願い致します。
島﨑次弘会員
野菜ソムリエ牧野悦子様、本日はよろしくお願い
します。私は未年生まれなので菜っ葉だけ食べて
いれば生きて行けますので、本日は大変参考にさ
せて頂きます。
渡邊藤男会員
本日宜しくお願い致します。
岡本庄一郎会員
こんばんは！久し振りの合同例会ですね。宜しく
お願い致します。懇親会で皆様と飲めるのを楽し
みにしています。
植竹知子会員
牧野さん本日は楽しみに参りました。アクティブ
な牧野さんのオーラをロータリアンみんなにバラ
まいてネ。
中島勉会員
こんばんは～ご無沙汰しています。呑み会の時だ
け参加してるみたいです。本日の卓話楽しみにし
ています。
矢部喜明会員
本日よろしくお願いします。

告
熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
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例会日 １１月１８日
会員数
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