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インスピレーションになろう

挨拶

平成30年7月4日
◎司会：井桁 憲治 副 SAA

会長の時間
市川 富夫

18時30分

◎点鐘：市川 富夫会長

分かったか不明です。

会長

2 年半過ぎたころに、紹介者（斎藤孝一さん）が、退会しま
した。
その頃は、ロ―タリーの人達と夜の会合を、今までに無く楽

熊谷南クラブより、新井会長始め大勢の御来訪頂き誠に、有
難う御座います。
まず、年度始まる前から、ご指導を頂いた、清水会員・宮川
進会員・藤沢貞彦副会長・そして細かいところまで気を使っ
て頂いている、浅井純次（よしじ）幹事、会員の皆様。この
場を、お借りまして、心より感謝とお礼申し上げます。
市川年度、テーマ「五感を使って

楽しもう

ロータリー」

を上げました。
皆さんが、
楽しくなり

一人一人の五感をフル回転させられ。

ドキドキ感やワクワクそして、やすらぎを感じて頂ける、親
睦の企画を予定しています。
会員の皆さんに、型にとらわれない親睦を重きに置き。会員
とその家族・仕事関係の人達とその家族そして、当クラブの
OB とその家族の交流を、少しずつ輪を広げて往きたいと思
います。
私は、日頃から組織の息苦しさの中では、生きられないと思
い、
自分なりの人生を過ごしていました。2002 年 6 月ごろ、

しく感じられ、夜の勉強を優先に、ロ―タリーを忘れたよう
なきもち遊んでいました。今思えば不徳の致すところで、御
座います。
ロ―タリーは、YES が有って NO が無い言われた頃に、NO
を何度か出していた頃も有りますが、本当に熊谷東クラブの
会長を務めて大丈夫でしょうか。
もちろん。会長とは、誰でもできる訳ではなく、やりたくて
も出来ない。このような機会を預けて下さった、熊谷東ロー
タリークラブの皆様に、心よりお詫びと感謝、そしてお礼を
申上げます。
ロータリークラブの会長認識を一から始め。私自身をロータ
リー向上に向け、熊谷東ロータリークラブの皆さんと楽しく、
親睦と繋がりを大切にして、一つずつ、実行して往きたいと
考えています。
今では。怖顔の市川さんと紹介されますが、本人はいたって
気が小さいので、皆様の強固なご指導の説には、そこのとこ
ろを重きに置いて。ご指導下さる様に宜しくお願い致します。

ある居酒屋で会員の方から入会を勧められましたが、お断り
しました、次の日に他の方からの誘いを受けましたのでお断
りしました。

例会日

出席

欠席

MU

出席率

7.4

21

7

0

75%

私が、師匠と呼ぶ斎藤孝一さん（当クラブ OB）
、が会社に
来まして、ロ―タリーの話と説得をされた。来年頃と言い訳
をしたら。
「入るのは来年も来月も時間の違いだけ」と言われ。
断れない状況となり、
「はい」と言って、ロ―タリーの事を

〈本日 7/11 のプログラム〉
クラブ協議会

何も知らずに、入会の承諾をしました。入会日は来週の水曜
日 9 月 4 日（水曜）であり。なんで私と紹介者の繋がりが
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・RLI セミナー（国立女性教育会館）

来賓紹介

・パートⅠ 9/8

・パートⅡ 11/24

藤澤 貞彦 副会長

・パートⅢ 1/19

・DL 養成コース 3/9

・熊谷南ロータリークラブ
会長

新井正一様

幹事

棚澤正行様

直前会長

・第 52 回インターアクトクラブ年次大会開催
8/10( 金 )9：30 ～ 14：40

清水保人様

星野高校石原キャンパス

・ＳＡＡ・米山記念奨学委員長・クラブ研修リーダー ( 地区

・ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問

念奨学推進委員会委員長 )

・高校生社会体験活動支援委員会より

・国際奉仕委員長

埼玉交響楽団より

研修委員会ＲＬＩ担当委員及びＲ米山記念奨学部門Ｒ米山記

実施要領

調査シート

渡邊藤男様

「サマーコンサート 2018」後援依頼

植竹知子様

8/26( 日 )15：30 ～さくらめいと

熊谷南 RC

埼玉県腎・アイバンク協会より

太陽のホール

第 29 回総会資料

新井 正一 会長

皆様こんにちは ! 只今ご紹介に預かりました、熊谷南ロータリー
クラブ会長を拝命致しました新井と申します。どうぞ宜しくお

例会企画委員会
中山 康徳

委員長

願いいたします。まず初めに、本日は、市川年度のスタート心
よりお慶び申し上げます。また親クラブの熊谷東ロータリーク
ラブの皆様方には大変お世話になっております。当クラブもま
だ未熟なクラブで東クラブさんには、これからも多々ご迷惑を
お掛けする事もあろうかと思いますがそこは親クラブとしての

7 月 プログラム
7月4日

寛容の精神でおゆるしを頂きたいと思います。そして南クラブ
の設立以来 21 年間特別代表の清水様には、格別のご尽力と
ご指導を賜り誠にありがとうございます。さて当クラブのテー
マは
「温故知新」
と言うテーマで 1 年間活動させていただきます。
どうぞ宜しくお願い致します。最後に熊谷東ロータリークラブ
の益々のご発展と会員様のご健勝をご祈念申し上げまして、簡

理事会報告
クラブ協議会
（会長・幹事・SAA・クラブ奉仕部門各委員長
挨拶）

7 月 11 日 クラブ協議会（奉仕プロジェクト部門各委員長挨拶 )
7 月 18 日 会員卓話

清水利夫会員

7 月 25 日 夕刻移動例会 （季の膳 )
誕生祝い

8 月 プログラム

単ではございますが、挨拶とさせていただきます。本国は誠に
お目出度とうございます。

8月1日

幹事報告

理事会報告
クラブフォーラム（RLI 方式）

8月8日

8/18（花火観賞移動例会）に振替休会

8 月 18 日

移動例会 （花火観賞移動例会）
詳細別途案内あり

浅井 純次

幹事

8 月 15 日

8 月 22 日
地区事務所より

・米山記念奨学セミナー

8 月 29 日

7/8( 日 )13：00 ～紫雲閣

（市川会長・蛭川委員長）

・職業奉仕部門セミナー

7/22( 日 )13：30 ～紫雲閣

（市川会長・浅井会長エレクト・岩崎委員長）

・社会奉仕部門セミナー

7/29( 日 )13：30 ～国立女性教育会館
（市川会長・浅井会長エレクト）
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お盆休会

会員卓話

宮川 進会員

夕刻移動例会 （采帆久亭）
誕生祝い

草薙友光子会員

親睦委員会
小川 智

市川年度がいよいよ始まりました。良い年になりますようお

委員長

祈り申し上げます。
岩崎孝男会員

会員・パートナー誕生祝いについて

奉仕プロジェクト部門、及び職奉委員長として一年間お世話

親睦納涼例会について

になります。
宜しくお願い致します。
高橋勤二会員

市川年度のスタートをお祝い申し上げます。一年間楽しみに
しております。

ニコニコ BOX
吉田

繁

武藤 正会員

市川年度おめでとうございます。中山年度から 7 年間続け

委員長

ていた、広報委員長の重責から解放です。野村新広報委員長、
頑張って下さい。黒子でお手伝いします。
（地区のあゆみ 5 の P308 に友の掲載記事が載ってました。

新井正一様・棚澤正行様・清水保人様・渡邊藤男様・植竹知
子様（熊谷南 RC）

市川会長・浅井幹事・そして東 RC の皆様、熊谷南 RC 特別
代表清水様、いつもお世話になっております。市川年度のス
タート、心よりお慶び申し上げます。

とうございます。

本日は南クラブの皆様ようこそお越し下さいました。本日の

大勢のご来訪を心より

歓迎いたします。
小川 智直前会長・宮川 進会員・高橋勤二会員の三役のコン
ビネーションと楽しいロータリーを一年間有難うございまし
た。そしてご苦労様でした。

例会をお楽しみ下さい。
石井典男会員

市川年度のスタート、誠におめでとうございます。南クラブ
の皆様ようこそいらっしゃいました。本年もよろしくお願い
致します。
清水利夫会員

浅井純次幹事

1 IT 導入補助金活用セミナーがあります。さいしん、東和
両銀行主催です。都合が合えば参加下さい。
ようこそおいでいただきありがとう

ございます。

市川会長をはじめ、藤澤副会長、浅井幹事の新役員には、大
いに期待申し上げます。そこで一句「新年度

小から市へ

替わりけり」つまり、新年度になって、小川会長の小さいと
いう字から市川会長の市に替ったという意味です。 （再度、
一句を読み上げて下さい。）

野中弘之会員

市川会長年度の門出にあたりお祝いと期待を申し上げます。
また、新井会長さんはじめ南クラブの皆様ようこそおいで下
さいました。

中山康徳会員

市川年度の船出をお祝い申し上げます。又、一年間例会企画
委員会にご協力を宜しくお願い致します。
野村泰豪会員

蛭川俊也会員
市川年度

南 RC 新井正一会長はじめ皆様、ご来訪頂きまして、ありが

さん、この一年ご指導の程、宜しくお願い致します。また、

市川年度のスタートです。宜しくお願い致します。

2 熊谷南ロータリー様

市川年度いよいよ船出ですね。おめでとうございます。熊谷

皆さん今日は。いよいよ市川富年度の開始ですね。会員の皆

市川会長・藤澤副会長・浅井幹事

熊谷南クラブより新井正一会長始め

井桁憲治会員

吉田 繁会員

南 RC を本年度もご指導宜しくお願い致します。

市川富夫会長

ご参考まで）

素晴らしい年になる事を期待しています。

新井公二会員

本日は久しぶりの理事会でした。市川年度と、ともにガンバ
リます。

昨日のベルギー戦は逆転負けをしてしまいました。が、最初
の得点は熊谷出身の原口元気選手です。得点した原口選手ア
シストの柴崎岳選手も立派な働きですが、その裏には柴崎選
手がパスを受ける前に 4 人の相手デフェンダーを大迫選手
と香川選手がたサイドに引き連れて右側にポッカリとスペー

国際奉仕委員よろしくお願いします。

スを作りました。こういうチームプレーがあった得点でした。

小川 智会員

1 お約束の日本軍緑十字飛行隊の DVD を持って来たので、
事務所へ預けておきます。皆さん是非ご覧ください。
2 プルルル～

12：30 発特急市川号発車いたします。乗り

ニコニコ BOX

本日

累計

7/4

￥38,000

¥38,000

遅れのないようご乗車の方は、お急ぎ下さい。
kumagaya-east-rc.com
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クラブ協議会

〜役員就任〜

2018-19 年度
副会長

藤澤

貞彦

2018-19 年度
会長

市川

富夫

クラブ奉仕部門委員会・クラブ副会長等の重責を引き受けました、
クラブのため精進してまいります。
市川会長を盛り立て、
この一年を充実した成果のある年度となる様、

本日は、熊谷東クラブ第一例会に、熊谷南クラブより、新井会長
始め大勢の御来訪頂き、
誠に有難う御座います。
ごゆっくりして行っ
て下さい。

職務を務めさせていただきますので、会員の皆様、よろしくお願
い申し上げます。
特に、熊谷東ロータリークラブの発展のために会員増強を第一の
目標とし、そのための親睦研修員会、会報情報委員会、例会企画

本年度、会長を務めさせて頂きます、市川 富夫と申します。

委員会、ニコニコＢＯＸ委員会、公共イメージ会員増強委員会等、
楽しく活力のある企画を考え、魅力のあるクラブを作り、よって

一つ心配が有ります。それは、日頃から組織の息苦しさでは生き

退会防止と会員増強を目指してまいりたいと思います。

られないと思って、いましたが、2002 年 9 月 6 日入会してしま

皆さんのご協力をお願い申し上げます。

いました。

入会に先立ち、いつ辞めるかそのこととの戦いでしたね。そのこ

2018-19 年度

とを開放して下さった、会員の一言です「ロータリーは決めたこ

幹事

とも、
自分で納得出来なければ参加しなくても良い」と教えられた。

浅井

純次

ロータリーは自由も有ると思い安心したことを思い出します。ま
たロータリーの夜の会合が、私には楽しく、安心感が得られ、15
年経った様に感じています。
分からない地区セミナーに出て、ロ―タリーの事が、分からない
ところが、分かった。それからは、一つ一つの積み重ねをしてい
くと、少し分かれば次に進める。分からないことが、分かると面

このたび、市川会長の下で幹事を務めさせていただくことになり
ました、浅井です。
市川会長のクラブテーマ「五感を使って楽しもうロータリー」の
実現のため全力で頑張らせていただきます。
皆様のご支援ならびにご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

白くなると思います。会長になり、今思えば、早くの内に、多く
を学んでおきたかったです。
今更後悔をしても始まらないでしょが。
｛会長をやる前に、覚える

会員卓話

ものは早めに｝
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〈次回 7/18 のプログラム〉
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清水利夫会員

