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第2570地区ガバナー ：前嶋 修身

通算 1883回

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

例会

平成28年10月5日
◎司会：中山康徳 SAA

会長の時間
石井

18時30分

◎点鐘：石井典男会長

幹事報告

典男 会長

市川

先日は赤城乳業（株）さんへの職場訪問の移動例会、ご参加
された方一日ご苦労様でした。全国展開されている有名ブラ
ンドが、省力化された清潔な工場で製造されている様子を見
学させていただきました。また昼食の鮎懐石料理

美味しく

●

●

さる、９月 21 日～９月 30 日まで、秋の全国交通安全運
動が実施されました。この間当熊谷地区は、幸い死亡交通事
故は１件もありませんでした。10 月１日からは薄暮時間帯
の交通事故を防止するため 「タイム 16：00 ライトオン作
戦」が実施されております。私たちも夕暮れの時間帯に、走

米山記念奨学会

地区世界遺産・無形文化財登録推進委員会より
10/21（金）10：00 ～さきたま古墳公園

熊谷防犯協会・警察署より

第 22 回熊谷地域安全・暴力排除推進大会参加について

さて会長職を引き継いでから本年度も、あっという間に
を付けて、頑張っていかなくてはと思っているところです。

花むら（2 名出席）

さきたま古墳研修セミナーの案内

●

既に３か月を過ぎましたが、まだまだ先は長いので健康に気

18：30 ～羽生

2015 年度事業報告書・決算報告書

いただきました。企画された藤澤委員長さん有り難うござい
ました。

第 3 回会長・幹事会
10/24

●

富夫 幹事

10/19（水）13：30 ～さくらめいと（例会と重なる為欠席）

●

熊谷市社会福祉協議会より

「赤い羽根共同募金」法人募金のお願い（羽
●

埼玉県県民生活部より

全員分）

「2016 埼玉・熊谷ラグビーフェスタ」について（リーフレッ
ト参考）
例会日

出席

欠席

MU

出席率

10.5

21

9

0

70.0%

行中辺りが薄暗いなと感じたら、早めにライト・車幅灯等を
点灯していただき、交通事故の防止に役立てていただきたい
と思います。

第４回

理事会報告

〈本日 10/19 のプログラム〉
クラブ協議会
第 2570 地区ガバナー公式訪問（前嶋修身ガバナー）

１. 40 周年実行委員会より （井桁実行委員長）
( 実施内容・予算等 )

２. ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問について
クラブ協議会内容

テーマ「充実した人生を送るには」

３.10・11 月プログラムの件 （草薙友光子委員長）
10 月 26 日南クラブと合同の件

米山奨学生卓話

（例会場にて）19：00 ～ ( 例会前食事 )

以上承認されました。
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例会企画委員会
草薙

ニコニコ BOX

友光子 委員長

石田

10 月 プログラム
10 月 5 日

純道 委員長

石井典男会長

理事会報告

10/1 から交通事故防止のため「タイム 16：00 ライトオン

40 周年実行委員会より

作戦」が実施されております。午後４時になりましたら、車

会員・パートナー誕生日祝
10 月 12 日 第５グループガバナー補佐訪問（湯本茂作氏）
10 月 19 日 クラブ協議会
第 2570 地区ガバナー公式訪問（前嶋修身ガ

の運転中はライト点灯に御留意下さい。
石井典男会長・武藤正副会長・市川富夫幹事
台風により、寒暖の差が大きく、会員皆様の健康管理ご自愛

バナー）

下さい。ガバナー補佐・ガバナー訪問・地区大会・四十周年記

場にて

中山康徳会員

10 月 26 日 夕刻例会（熊谷南ＲＣと合同）熊谷東ＲＣ例会
卓話

米山奨学生 (2 名予定）

念と、めじろ押しですが、ご出席ご協力をお願いします。
妻の誕生日祝いを頂き、ありがとうございました。
宮川進会員
妻の誕生祝ありがとうございます。（本日が誕生日です）

11 月 プログラム
11 月 2 日

11 月
5・6 日

理事会報告
イニシエーションスピーチ（出井会員・森田
会員）
会員・パートナー誕生祝
地区大会
1 日目 :（地区役員・会長・幹事） ホテルガー
デンパレス

11 月 9 日

2 日目 :（全員）さくらめいと
地区大会の振替休会

11 月 16 日 卓話

地区Ｒ財団委員長予定

11 月 23 日 祝日休会
11 月 30 日 休会

草薙友光子会員
先日の職場訪問の時はお世話になりました。今年のジャイアン
ツは 2 位に終わりましたけど、クライマックスシリーズには出
る事が出来ました。Ｄ席という外野の無料チケットが 10/8.9
とあります。お入り用の方は声をかけて下さい。若い人向きで
すので、お子様やお孫様にどうぞ。6 枚づつあります。
井桁憲治会員
40 周年記念事業もスタートしました。9 月 21 日の特別老
人ホームへのエアーマット寄贈移動例会へご出席頂きまして
ありがとうございました。今後の事業にもご協力よろしくお
願い申し上げます。
岩崎孝男会員
妻の誕生祝ありがとうございます。

親睦委員会
高橋

勤二 委員長

三上敬太会員
9 月から休みなしで仕事をしており、例会に出席できませんで
した。10 月も…これから旅行シーズン本番乗り切ります。
石田純道会員

会員・パートナー誕生日祝い
会員誕生
川栁勝一会員

久しぶりの例会出席です。宜しくお願い致します。

ニコニコ BOX

本日

累計

10.5

￥21,000

￥260,000

パートナー誕生
宮川悦子様・岩崎和子様・中山延枝様
お誕生日おめでとうございます。

40 周年実行委員会
井桁

憲治 委員長

〈次回 10/26 のご案内〉
夕刻例会（熊谷南ＲＣと合同）熊谷東ＲＣ例会場にて
卓話

40 周年記念事業案について
役割分担発表
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米山奨学生 (2 名予定）

