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熊谷南ＲＣテーマ
魅力ある熊谷南ロータリークラブへ
第１０３１回例会
１０３１回例会 会報 「クラブ協議会 会長・
会長・役員就任
役員就任挨拶
就任挨拶」
挨拶」

本日のプログラム ７月１４日（水）
１４日（水）
卓話：
卓話：特別代表清水利夫様
特別代表清水利夫様
会 長 の 時 間
会長

棚澤 正行

皆様、こんばんは、改めまして第 25 代会長を拝命
いたしました、棚澤正行です。
本日は東クラブより野澤会長、南クラブの特別代表
でもあります清水幹事、石井副会長、野村前年幹事
にメークアップに御来訪頂きありがとうございます。
先ほど第一回理事会が滞りなく終了し、活動計画に
ある事項等のご承認を頂きました。

会長の時間は世間話でなく、ロータリーの事を話す
様にと以前会長を務めたとき、加藤パストガバナー

に教えていただきましたので、一つお話しさせてい
ただきます。
ご存じかとは思いますが、皆様の会費のうちの一部
は RI や地区分担金として支払わせていただいてお
ります。そして各部門が補助金等を支出し、留学生
の資金になっております。

皆様が会員であり続けることが既に奉仕となってい
るということです。
水村ガバナーのテーマに、ロータリーを学び直し、
現状を把握すると在ります。新たな気持ちで皆様と
ともに学び直し一年間上の幹事とともに務めさせて
頂こうと思います。
以上会員の皆様のご協力を切にお願いし会長挨拶と
させていただきます。
以上

幹

事

報

告
幹事 植野 智恵子

１． 地区より
＊２０２１年留学説明会開催のご案内、ポスタ
ー及び資料
＊前年度ガバナー相原様より
＊７月のＲＩレート １１１円
＊２０２１－２２年度ロータリー・リーダーシ
ップ研究会 ディスカッション・リーダーご推
薦のお願い
＊２０２１－２２年度第１回ＲＬＩ講座案内
＊訃報 パストガバナー田中一郎様
＊バギオだより ８５号
＊熱海豪雨災害支援金について
２．熊谷氏暴力排除推進協議会より
＊令和 3 年度熊谷暴力排除推進協議会総会の書
面決議結果について
＊令和 3 年度負担金の納入について
３．熊谷市国際交流協会より
＊「第 29 回外国人による日本語スピーチコン
テスト」開催に係る御後援並びに御協賛につ
いて
４．行田 RC より
＊年度計画書
５．熊谷南 RC 第 1030 回会報
以上が届いております。

ク ラ ブ 協 議 会

会長就任あいさつ

会長 棚澤 正行
現在、世界中がコロナ禍におかれ正常な経済活動も
できず、ロータリアンの会社ももちろん各企業も対
処に追われている現状です。
奉仕活動をしようにも密になるため会議もリモート
となり、人が集まる事さえままならない状況です。
シェカール メータ RI 会長の「奉仕しよう 皆の人
生を豊かにするために Serve to Change

Lives」というテーマは「奉仕することで誰かの人生
を豊かにすることは、自分の人生の最高の生き方で
ある」
、そして「奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」です。
このコロナ禍と言われている時期に、ロータリアン
一人一人が自分を、
また自分の会社を見つめなおし、
人生を考えさせられるテーマと考えます。
そして 2570 地区のテーマとして水村ガバナーより
「もっと夢を もっと奉仕を」が発表されておりま
す。
「もっと夢を」とは未来あるべき地区、クラブの
姿を真摯に描く事であり、
「もっと奉仕を」とは描い
た夢（未来ビジョン）の実現に向けて、奉仕プロジ
ェクトを実行という事です。アフターコロナを見据
えロータリーを学び直し現状を把握する。未来を描
くという言葉を踏まえ、この年度を成功させるべく
精進していこうという強い意志を感じました。

まさに、会員一人一人がこのテーマをかみしめロー
タリアンとしてコロナ禍でどんな活動をしなければ
いけないかを考える時期だと思います。

そこで、当クラブといたしましては、
「魅力ある熊谷
南ロータリークラブへ」をスローガンに掲げ、会員
の一人一人がコロナにかからない為の万全な予防を
しつつ奉仕活動ができる、そのためのアイデアを出
せるクラブにしたいと考えます。RI 会長、そしてガ
バナーのテーマを意識しつつ、熊谷南ロータリーク
ラブが今何をできるか考え、下記の各委員会の活動
計画に書いた通り、クラブとしての活動を魅力ある
ものにしていきたいと考えます。
魅力のある例会をすることで出席率の向上を図り、
会員同士の結束、ロータリー活動の活性化ができ、
運動を広げる事で地域の人々にロータリー活動をよ
り知って頂く事が新たな仲間の獲得に繋がります。
そして魅力ある熊谷南ロータリークラブに成長させ
る事ができると考えます。
植野幹事とともに 2021～2022 年度を 1 年間務めさ
せて頂きます、会員の皆様のご指導、ご鞭撻を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

以上



幹事就任あいさつ

幹事 植野 智恵子
新年度棚澤会長のもと幹事を仰せつかりました植
野でございます。長くコロナ渦において厳しい船出
となりあましたが、我が南ロータリークラブも創設
から 25 年という節目の年を迎えようとしておりま
す。諸先輩方が築かれた伝統を守りながら、棚澤会
長の豊富な知識・きめ細やかな気配り・熱い情熱を
まじかで学び、一年間充実したクラブ活動ができま
すように努力してまいりたいと存じます。皆様の温
かいご指導を頂き、しっかりと歩みを進めてまいり
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコ BOX

棚澤正行会長・植野智恵子幹事
熊谷東ロータリークラブの皆様、お忙しい中当ク
ラブにお越しいただき誠にありがとうございます。
長引くコロナ禍の中においてクラブ運営も難しい
ものがありますが、親クラブである東ロータリー
クラブの皆様のご指導を頂きながら、一年間充実
したクラブ活動ができますように努力して参りた
いと思います。両クラブの交流が益々発展します
よう願っています。本日はどうぞよろしくお願い
致します。

委 員 会 報 告
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例会日 ７月７日
会員数
出席
欠席
MU
２２
１５
７
０
お客様：熊谷東 RC 会長
野澤正春様
副会長 石井典男様
幹事
清水利夫様
米山記念奨学生 權珉敬さん

出席率
６８％

熊谷東ロータリークラブ 幹事 清水利夫様
棚澤正行会長、植野智恵子幹事の年度がスタート
しました。おめでとうございます。
熊谷東ロータリークラブ
会長 野澤正春様・副会長 石井典男様
本日は、
会長副会長幹事 3 名でお世話になります。
よろしくお願いします。
岡本庄一郎会員
いよいよ棚澤植野年度ですね。エース到来に、エ
ールを送ります。一年楽しみにしています。東ロ
ータリーの皆様、これから一年御指導宜しくお願
い致します。岡部会員、ガバナー補佐一年応援致
します。
岡部俊之会員
棚澤会長、
植野幹事の船出おめでとうございます。
楽しく充実したクラブ運営を！東ロータリークラ
ブの皆さんようこそ。相互交換で昼間はお世話に
なりました。
澤田將信会員
お世話になります澤田です。棚澤年度スタートお
めでとうございます。また、岡部ガバナー補佐一
年間ご指導よろしくお願いします。
島﨑次弘会員
特別代表 清水利夫様、そし東クラブの皆様、お
忙しい中をご来訪有難うございます。いつもお世
話になっております。今年度もよろしくお願い申
し上げます。 棚澤会長、植野幹事新年度スター
トおめでとうございます。インターシティーミー

ティング、25 周年と盛りだくさんの年ですね。頑
張りましょう。 岡部ガバナー補佐、ご指導よろ
しくお願いします。くれぐれもお手柔らかにお願
いします。
矢部喜明会員
棚澤年度、スタートおめでとうございます。棚澤
会長、植野幹事、1 年間御指導よろしくお願いし
ます。
植竹知子会員
新年度、
棚澤さん植野さんおめでとうございます。
コロナ依然続いておりますが、工夫して例会が進
められることを祈念しております。

新井正一会員
本日は、東ロータリーの皆様ご来訪ありがとうご
ざいます。また特別代表の清水様卓話宜しくお願
い致します。
渡邊藤男会員
棚澤会長、
植野幹事一年間宜しくお願い致します。
小野寺弘行会員
SAA 小野寺です。よろしくお願いいたします。
井上哲孝会員
皆様こんばんは。熊谷東 RC の皆様、ようこそ南
RC へお越し下さいました。棚澤会長、植野幹事、
いよいよ始まりましたね！！がんばって下さい。
新井聡之会員
本日もよろしくお願いします。
川岸勝会員
新年度棚澤会長、植野幹事よろしくお願いいたし
ます。 熊谷東ロータリークラブ、野澤会長、石
井副幹事、清水幹事、ようこそ。本日はよろしく
お願いいたします。
石井一則会員
新会長及び幹事がんばって下さい。 岡部ガバナ
ー補佐新井ガバナー補佐幹事、大変な一年ですが
よろしくお願いします。
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会

川岸勝・植竹知子

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