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熊谷南ＲＣテーマ
温故知新
第９４７回例会
第９４７回例会 会報

会 長 の 時 間

会長

新井 正一

皆様こんばんは、また台風２４号が日本列島横断
で、
今度埼玉県地区内にもかなり被害が出ましたが、
いかがだったでしょうか？近年は他人事ではない様
な気が致します。
充分な備えが必要かと思われます。
また気候もだいぶ秋の陽気になり運動会シーズン
に入りましたが、７日(日)に私の地区でも予定され
ております。皆様方もぜひ地域の皆様方とコミュニ
ケーションをとり、ロータリー活動等のお話をして
いただければ地域向上に繋がるのではないかと思い
ます。
そして、今月はガバナー補佐訪問とガバナー訪問
が控えておりますのでお迎え側でも万全な打ち合わ
せをやってお迎えしたいと思います。皆様方の一層
のご協力を賜りたいと思いますので、お忙しいと思
いますが宜しくお願い致します。
また本日の卓話でキーちゃんとアンジャナさんに
お願いしております。よろしくお願いします。

本日のプログラム １０月
１０月２４日（水）
２４日（水）
ガバナー補佐訪問
今日ゲストとしてお呼びしていた社長が急きょ仕
事が入って欠席になってしまい申し訳ありません。
また改めてお呼びしたいと思いますので宜しくお願
い致します。
以上

幹

事

報

告
幹事

棚澤 正行

１． 地区より
＊さきたま古墳研修セミナーのご案内
＊１０月のロータリーレート（１ドル＝１１２
円）
＊ハイライトよねやま ２２２

＊次期ガバナー推薦依頼について
＊2018 決議審議会に関して
【規定審議会世話人
事務局からのお知らせ】
＊２０１８年度 米山記念奨学部門・クリスマス
会案内
＊第２回カウンセラー会議のご案内
２．高城神社より
＊例大祭のご案内
３．熊谷市国際交流協会より
＊第２６回外国人による日本語スピーチコンテ
ストのご案内
４．熊谷市コミュニティづくり市民協議会より
ゴ ミ ゼ ロ

＊秋の５３０運動について
５．熊谷防犯協会より
＊第２４回熊谷地区安全・暴力排除推進大会へ
のご参加について
６．熊谷市社会福祉協議会より
＊「赤い羽根共同募金」法人募金について
＊社協だより
７．気仙沼南ＲＣより
＊気仙沼南ロータリークラブ創立 50 周年参加
登録の御礼
８．熊谷南 RC 第 945・946 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 １０月３日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２１
１５
６
０
７１％
お客様：
米山記念奨学生 ラズバンシ アンジャナさん
タンワンキーさん



ニコニコ BOX

新井正一会長・棚澤正行幹事
ロータリー米山記念奨学委員会委員長、渡邊藤男
様、お忙しい中地区より御来訪頂きありがとうご
ざいます。ラズバンシアンジャナさん、タンワン
キーさん、本日は卓話よろしくお願いします。
名誉会員 吉田博三様
米山記念奨学生 陳さんの卓話を楽しみに参りま
した。ご盛会を祈ります。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。与那覇さん、ご入会おめでとう
ございます！！今後とも宜しくお願いします！！
キーちゃんそして米山記念奨学生アンジャナさん、
こんばんは！！本日は宜しくお願い致します！！
台風が通過し、保険屋は大忙しです。皆さんは大
丈夫でしたか？今週末又やって来ます！！気を付
けて下さいね！！保険の井上でした！
清水保人会員
キーちゃん、アンジャナさん、ようこそ！卓話楽
しみにしています。
島﨑次弘会員
与那覇さん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。 アンジャナさん、キー
ちゃん、今日はご苦労様です。卓話大変楽しみで
す。よろしくお願いします。
岡本庄一郎会員
こんばんは。与那覇さん入会おめでとうございま
す。これからにぎやかに面白くやっていきましょ
う。 米山奨学生、アンジャナさんようこそ熊谷
南へ。楽しんでいって下さい。
石井一則会員
与那覇さん、ご入会おめでとうございます。末永
くお付き合いください。米山奨学生の方々本日は
よろしくね！！
稲田裕之会員
皆様こんばんは。与那覇様入会おめでとうござい
ます。宜しくお願い致します。
新井聡之会員
今日もよろしくおねがいします。

矢部喜明会員
本日もよろしくお願いします。
[奥様誕生]
岡部俊之会員
世界一美しい妻に、世界一美しい花をもらえる予
定です。ありがとうございます。又与那覇様入会
おめでとうございます。末永いお付き合いをお願
い致します。
植竹知子会員
１０・１１月はイベント盛り沢山です。夫は、骨
折をして１２月で丸一年になりますが、今度は又
手術をして中のものを取るそうです。 １０月６
日中小企業家同友会さくら地区会２０周年式典に
は、聞きに来ると言ってました。創業社員です。

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

清水保人・石井一則

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

http://kumagayahttp://kumagaya-south
southuth-rc.com/
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