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熊谷南ＲＣテーマ
温故知新
第９４８回例会
第９４８回例会 会報

本日のプログラム １０月
１０月３１日（水）
３１日（水）
ガバナー公式訪問

会 長 の 時 間
会長

新井 正一

皆様こんばんは。お忙しい中、例会に出席ありが
とうございます。まず初めに先週の土、日に気仙沼
南ロータリークラブ５０周年式典に岡本様、
岡部様、
植竹様、石井様の４名で遠方のところ出席ありがと
うございました。
また過日、熊谷さくらめいとにて、暴力排除と犯
罪予防推進大会に於いて当クラブの代表として感謝
状の受領をして参りました。
朝晩少し寒くなりましたが、お体にご自愛下さい
ませ。
さて、本日は３１日ガバナー公式訪問にあたり國
分忠志ガバナー補佐がご訪問くださいました。
早速、
先程 葵の間にて、ガバナー補佐のご指導を賜り、改
めてありがとうございました。
本日の卓話宜しくお願い申し上げます。簡単では
ございますが、会長挨拶とさせていただきます。あ
りがとうございました。

幹

事

報

告
幹事

棚澤 正行

１． 地区より
＊ハイライトよねやま ２２３
２．熊谷籠原 RC より
＊第 3 回会長幹事会のご案内
３．熊谷市国際交流協会より
＊シェイクハンズ 85
＊第 26 回外国人による日本語スピーチコンテ
ストプログラム
４．熊谷市より
＊平成三十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
５．気仙沼南 RC 50 周年記念式典写真
６．熊谷南 RC 第 947 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２４日

清水保人会員
國分ガバナー補佐ようこそ、お待ちしておりまし
た。本日よろしくお願い致します。
新井聡之会員
今日もよろしくお願いします。
斉藤通男会員
國分ガバナー補佐様、本日は卓話宜しくお願い致
します。

会員数
出席
欠席
出席率
MU
２１
１２
８
１
６２％
お客様：RI 第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐
國分忠志様



ニコニコ BOX

新井正一会長・棚澤正行幹事
第 2570 地区・第 5 グループガバナー補佐、國分
忠志様、本日の補佐訪問、御指導よろしくお願い
します。
岡部俊之会員
第 2570 地区第 5 グループガバナー補佐國分忠志
様、ようこそ南ロータリークラブへ。本日はよろ
しくお願い致します。
岡本庄一郎会員
皆さん、こんばんは！ ガバナー補佐、國分忠志
様、ようこそ熊谷南ロータリークラブへ。本日の
卓話楽しみにしています。
渡邊藤男会員
第 2570 地区、第 5 グループガバナー補佐國分忠
志様本日宜しくお願い致します。
植竹知子会員
10/20・21 と気仙沼南 RC の 50 周年式典に参加し
てきました。
大震災から 7 年 7 か月たった今年 50
周年という節目の年で、式典中の挨拶は、涙涙・・・
がんばっぺし！がんばっぺし！と頑張ってきたと
ガバナーが申し、会場は感激の涙を流す人が多か
った！
石井一則会員
國分ガバナー補佐本日は南 RC にようこそ。卓話
よろしくお願いします。
矢部喜明会員
國分忠志ガバナー、ようこそ、熊谷南 RC へ。本
日は、卓話、御指導よろしくお願いします。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。第 2570 地区第 5 グループガバ
ナー補佐、國分忠志様、本日ご指導の程、宜しく
お願い致します。 明日は満月です!!秋ですね!!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

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-southsouth-rc.com/
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