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通算 1897回

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

例会

平成29年3月1日
◎司会：中山康徳 SAA

会長の時間
石井 典男

18時30分

◎点鐘：石井典男会長

〈本日 3/15 のプログラム〉
卓話 石田純道

会長

幹事報告
市川 富夫

先日は落語鑑賞例会があり久しぶりに落語を堪能し、大変楽
しい時間を過ごせたと思います。来週は職業奉仕委員会担当
によります横田基地見学の移動例会が有ります。アメリカで

●

トランプ大統領が誕生し今も新政権の人事がスムーズにいっ

てないような報道がされておりますが、いち早く決まった
国防長官のマティスさんが、日本を先月訪問されたときに降

前嶋ガバナーより
・
「国際ロータリーアトランタ世界大会」参加のお願い

6/10 ～ 14 アメリカ・アトランタ（空きがまだあるので、

         是非申込を）

・ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会が多地区合

り立ったのが横田基地ということで、あの大きなジャンボ

同奉仕活動である事を承認する件について

ジェット機が着陸できるのですから相当広いと思いますが、
米軍側での昼食とともに興味を持って参加したいと思いま

す。当日は是非身分証明書・免許証等を忘れないようにご注

・日本のロータリー 100 周年委員会運営協力金のお願い
＠￥200 会員数（4/15 迄）

●

熊谷市美術家協会より

第 51 回市美術展授賞式のお願い

意願います。基地の担当官と私も連絡を取らせていただきま
したが以前はバスの運転手が免許証の暗証番号を申告できな
かったために、基地内に入れなかったという事が有ったらし

4/9（日）13：30 ～熊谷市立文化センター（会長）

●

熊谷南ＲＣより

創立 20 周年記念式典の案内

いです。せっかく行っても基地に入れないのでは何にもなり

5/21（日）ホテルガーデンパレス 15：00 ～（会長・幹事）

ませんので宜しくご注意の程お願い致します。

話は変わりますが、会長という立場でメールアドレスを登録
しておきますとＲＩの会長本人のメッセージが翻訳されて自
分のパソコンにメールが入るようになっております。先日も

２月 23 日にロータリーが創立 112 周年をむかえたという

幹事

例会日

出席

欠席

MU

出席率

3.1

18

12

0

60%

第 9 回 理事会報告

ことでＲＩジョン・ジャーム会長からメールが入っておりま

した。その中で過去 112 年ロータリーが継続していること
に感謝しながら近年の功績を祝う記念活動を実施されること
を願っております。

その様子を収めた写真を是非ソーシャルメディアでご紹介く
ださいとありました。先日の当クラブ創立４０周年記念事業
としての市への時計塔寄付についての報道は正にその意にか
なったものに近いものであると確信する所であります。

またロータリー創立は 112 周年ですがロータリー財団は創

立 100 周年であります。たいへん僭越ですが当クラブの会
長としての立場から 100 周年記念の財団への千ドルの御寄
附、やっていただけそうな方にお話ししたわけですがその点
につきましても
りません。

宜しくお願い申し上げます。今年度しかあ

1.

4 月より次年度 3 月迄米山記念奨学生受入れ決定

コウ ゲツリンさん（中国）立正大学社会福祉学

2.    ロータリー手帳申込について
3.    定款・細則変更について

4.    次年度、米山記念奨学委員長、カウンセラーの件（小川会
長エレクト）

5.    次年度、Ｒ財団 委員長の件（ 〃 ）
6.
7.

3.4 月プログラムの件（草薙委員長）

国際奉仕委員会

地区よりＷＣＳ 協力の件 会員 1 名￥2,000× 人数

8. 青少年奉仕委員会

       剣道大会について（協賛金のお願い・手拭いの件）
kumagaya-east-rc.com
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佐藤良孝 会員

例会企画委員会
石井 典男

本日は会員誕生祝いに血圧計ありがとうござました。私は血

会長

圧が高いため携帯できる血圧計は大変助かります。4 月の親

３月 プログラム

睦旅行でも使えますので便利に使わせていただきます。

3月1日

理事会報告
クラブフォーラム（横田基地・親睦旅行について）
会員・パートナー誕生祝

清水利夫 会員

3月8日

職場訪問移動例会（米軍横田基地）
※別途詳細案内あり

井桁憲治 会員

3 月 15 日

卓話

3 月 22 日

休会 （新定款 第 8 条 第 1 節 C 項による）

3 月 29 日

夕刻例会（熊谷南 RC と合同例会）（当クラブ例会場）
卓話 熊谷市長 富岡清氏

4月5日

理事会報告
クラブフォーラム（親睦旅行等）
会員・パートナー誕生祝

4 月 12 日

健康卓話 ( 講師 くまそうすこやか教室 )
医療法人 熊谷総合病院チーム

来週の横田基地見学を今から楽しみにしています。
本年のクラブ国際奉仕事業は地区 WCS の寺子屋支援と環境

石田純道

保全のための支援に委員会予算から支出し寄付することに決

４月 プログラム

1. 日曜日に PETS に出席してきました。

2. 初めて頂いたロータリーのネクタイしてみました。
    似合ってますか？

3. 今日のロータリーソングは、声が良く出ました。
以上、取り急ぎご報告まで！

（別途案内 済）

振替休会（4/16.17 親睦家族旅行）

4 月 26 日

夕刻例会

細川末廣 会員（青少年奉仕委員長）

卓話 熊谷剣道連盟会長 鶴間信好氏）

第 37 回熊谷青少年剣道大会のご協賛宜しくお願いします。
今回は創立 40 周年の記念大会です。

親睦委員会
小川 智

小川 智 会員

お世話になります。ご報告が 3 つあります。

4 月 16 日 ,17 日 京都・彦根方面へ親睦家族旅行

4 月 19 日

しましたので、ご報告いたします。

野中弘之 会員

家内の誕生祝、お花が頂ける予定だそうです。ありがとうご

委員長

ざいます。

誕生日祝について

会員・パートナー誕生日祝い

ニコニコ BOX

本日

累計

3.1

￥14,000

￥515,000

会員誕生

石田純道 会員・出井哲司 会員

クラブフォーラム

佐藤良孝 会員・角田健 会員
パートナー誕生
野中 幸子様

職業訪問移動例会について

お誕生日おめでとうございます。

職業奉仕委員会
藤澤 貞彦 委員長

国際奉仕委員会
井桁 憲治

委員長

予算について
青少年奉仕委員会
細川 末廣

親睦家族旅行について

委員長

親睦委員会

大沢 剛

委員

剣道大会について

ニコニコ BOX
安藤 久乃

委員

〈次回 3/29 のご案内〉
夕刻例会（熊谷南 RC と合同例会）
（当クラブ例会場）

石井会長・武藤副会長・市川幹事
皆さんこんにちは。今日も出席有難うございます。3 月 8
日 ( 水 ) 職場訪問移動例会は横田基地です。多数の参加申し
込み頂き有難うございます。
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卓話

熊谷市長 富岡清氏

