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通算 1892回

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

平成29年1月11日

例会

◎司会：中山康徳 SAA

◎点鐘：石井典男会長

幹事報告

会長の時間
石井 典男

18時30分

市川 富夫

会長

幹事

訃報
大館清次パストガバナー 1/8 ご逝去（1/13 通夜 1/14）
●バギオだより
2017.1 月号発行
●羽生 RC より
50 周年記念式典お礼状
●熊谷青年会議所より
新年会 1/16( 月 )17：30 ～ガーデンパレス熊谷
●

皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年のお正月三が日は天候も晴天に恵まれて、大変穏やかな
日でしたが会員各位におかれましてはいかがお過ごしになら
れたでしょうか？
今年の干支は酉ですが、酉年を１２年ごとにふりかえります
と、たいへん変革の多い年回りであったという報道がされて
います。今年はどの様な変化が有るのでしょうか。かつてア
メリカ経済がクシャミをすると、日本は風邪をひくと言われ
た時代が有りました。その後日本経済も体力をつけたので今
はその様な状況ではありませんが、今月の２０日にはアメリ
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第 7 回 理事会報告

カでは新大統領にトランプ氏が就任します。大統領選挙中か
らもこの方の言動には全世界が注目しているところでして、
同盟国である日本もトランプ氏の意向に今後の政局や経済が
左右されるのは必然かなと思われる次第です。
昨年は当クラブ創立４０周年記念式典並びに忘年家族例会
につきましては格段の御協力をいただきまして、お蔭様で無
事に済ませることができ、安堵しているところです。
４０周年事業の一環としての熊谷市への時計塔の寄贈につ
きましては、去年末に基礎を作成しておきまして、年改まっ
てから１月７日に生コンクリートの打設と時計塔の設置をし
ました。場所的には最高だと思いますので、熊谷東ロータ
リークラブの記念寄贈品が末永く市民の皆様に愛されること
を願っております。会長を仰せつかって早６か月経過しまし
た。残りの期間を精一杯頑張るつもりですので、引き続きの

１.下期会費の件 （￥120,000）
２.ＩＭ登録料の件
（全員登録＠￥5,000×30 ＝￥150,000）クラブにて
３. 上期収支の件
４.1・2 月プログラム （下記）
５. 職業奉仕委員会
3/8 横田基地職場訪問予定
６. 青少年奉仕委員会 手拭いの熟語募集
休会

1 月 11 日

理事会報告
クラブ協議会 後半の活動について（役員・理事）
会員・パートナー誕生祝

1 月 18 日

休会 （定款６条 1 節Ｃ項による）

1 月 25 日

夕刻移動例会 （采帆久亭）
卓話
石田純道会員

ご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして簡単ですが、会長の時
間、年頭の挨拶とさせていただきます。

理事会報告
クラブフォーラム
会員パートナー誕生祝

2 月 プログラム

2月1日

理事会報告
クラブフォーラム
会員パートナー誕生祝

2月4日

ＩＭ（ベルヴィ

2月8日

外部卓話 高木侃（ただし）氏
法学博士・専攻は日本法制史・家族史
太田市立縁切寺満徳寺資料館館長

2 月 15 日

振替休会（2 月 4 日ＩＭ分）

2 月 22 日

夕刻移動例会 （魚勝）
芸能鑑賞 （落語）

本年も宜しくお願い致します。

〈本日 2/1 のプログラム〉

1 月 プログラム

1月4日
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高橋勤二会員

石田 純道

願い致します。

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

委員長

藤澤貞彦会員

誕生祝い有難うございます。
浅井純次会員

石井会長・武藤副会長・市川幹事
皆さん

新年あけましておめでとうございます。酉年、新

年から静かな晴天に恵まれ初参りでは何処の神社でも長い
参拝者の行列でした。今年もロータリーの皆さんの発展と
繁栄の一年でありますようにと祈願をしてきました。石井
年度も後半に入りました。宜しくお願い致します。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
致します。パートナー誕生祝いありがとうございます。
小川 智会員

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致
します。

吉田 繁会員

石井典男会長

明けましておめでとうございます。今日から下期に入りま

皆様新年あけましておめでとうございます。

すがご指導宜しくお願い致します。

本年もよろしくお願い申し上げます。
野中弘之会員

ニコニコ BOX

本日

累計

1.11

￥40,000

￥426,000

新年あけましておめでとうございます。年賀状ありがとう

ございました。発注する枚数を間違えて葉書が足りなくなっ

て、いつでも会える方々には、失礼してしまいました。本
年もよろしくお願い致します。

会員・パートナー誕生日祝い
会員誕生

石田純道会員

おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
武藤 正副会長

加齢はくるもの、カレーライスはくうもの。開き直って生
きていきたいと思います。

武藤正会員・藤澤貞彦会員
三上敬太会員

パートナー誕生

浅井恵子様・川栁敏子様
市川美智子様

井桁憲治会員

あけましておめでとうございます。石井年度下期もよろしくお
願いします。

立派な時計台が、
市役所玄関前にできました。輝いていますよ！
新井公二会員

新年おめでとうございます。みなさんのご活躍をお祈りい
たし挨拶と致します。

お誕生日おめでとうございます。
青少年奉仕委員会
細川 末廣

委員長

剣道大会について

蛭川俊也会員

明けましておめでとうございます。昨年暮れ体調を崩しご
迷惑をおかけしました。健康長寿を心掛けますので今年も

クラブ協議会

よろしくお願い致します。

後半の活動について

清水利夫会員

新年おめでとうございます。私の場合、生活の簡素化のた

め年賀状を出しておりません。皆様からの年賀状に対し、
この投函を以て答礼とさせて頂きます。

岩崎孝男会員・藤澤貞彦会員・角田健会員・草薙友光子会員

クラブ奉仕部門委員会
高橋 勤二

委員長

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
致します。

細川末廣会員

新年おめでとうございます。青少年奉仕委員会も 37 回記念
大会の準備に入りました。ご協力よろしくお願いします。
三上敬太会員

奉仕プロジェクト部門委員会
井桁 憲治

委員長

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
願い致します。
宮川 進会員

おめでとうございます。本年も宜しく。

PS: 誕生祝いありがとうございます。
（後期高齢者になりま
した。）
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〈次回 2/8 のご案内〉
外部卓話 高木侃（ただし）氏

