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インスピレーションになろう

進会員

平成30年8月22日
◎司会：井桁 憲治 副 SAA

◎点鐘：市川 富夫会長

では此処のお酒は屋形船に持ち込 OK は、地元愛の繋がりと

会長の時間
市川 富夫

18時30分

言っていました。お酒の大吟醸酒と樽酒・梅酒を購入してホ

会長

テルに向かう。ホテルの前にある、屋形船に乗って花火観賞
をできる場所などの話を聞き。屋形船に向かうと、そこには

水郷潮来花火大会（納涼例会）報告

口には言い表せないくらいの、見事な夕焼けが７～１０分位

前日１７日（金曜）も小川親睦委員長と最終の打ち合わせと、 の間にいろいろな色や形を変えて幻想的感覚を感じた。この
雨ならミステリーツアーもあると話しながら、ちょっと遅く

綺麗な夕焼けをみただけでも、来て良かったと思う。船が花

まで飲んでしまった。

火会場に向かう、船の中では宴会が始まりお神酒少々入り。

前日の午後までは、雨の心配をしない人は少なかったと思

和気あいあいとした雰囲気で時はながれる、その時にドーカ

いながら。8 月 18 日熊谷駅改札を横目で見ながら南口に、 ン・パチパチ潮来花火大会の始まりです。皆さんも急いで二
１０時集合なのに、９時１０分に着いてしまったのでまだ誰

階のデッキに行き、涼しい風を感じながら、潮来花火は、色

もいない。空は雲一つなく日差しが強くまぶしい。
（私の心

が華やかで空と湖面にも映り、皆さんも手ばたきをしながら

掛けが良いのかと独り言）９時３５分草薙夫妻到着。昨夜加

楽しんでいました。熊谷花火では見られない花火と感じなが

島屋に、飲み物をバスに届ける約束をしたので。どこに来た

ら、一時間半の競演を楽しんできました。市川年度方針の
「五

のか携帯で連絡を取り、バスに積み込み終わるころには。全

感を使って楽しもうロータリー」の幕開けになりました。一

員集合し予定より早く１０時出発。

路バスで熊谷に向かい、熊谷着２３時３０分着に着き１４時

最初の予定は成田山お参り（12 時半頃）
「成田山の御本尊

間の行程を「皆さんありがとうございました。」

不動明王は、弘法大師空海自ら敬刻開眼された霊験あらたか

一日中バスの中から

な御本尊です」の後、成田山正面玄関前、若松本店の豪華な

睡眠の一日でした。

うなぎコースとお清めを皆さんと十分頂き。腹ごなしの後

企画をして頂いた。小川親睦委員長・親睦委員の方こころよ

は、鹿島神宮（関東最古の神社）お参り、利根川を挟んで鎮

り有難う御座いました。そして新井公二さんと浅井純次さん

座する鹿島神宮と香取神宮には、地震を起こす大鯰を押さえ

には、欠席にも関わらず費用負担の心ずかいを頂き有難う御

つける「要石」が有ります。要石は大鯰の頭と尾を抑える杭

座いました。

であるといい。地震からの守り神として
パワースポットです。奥宮

お神酒と成田山・鹿島神宮・お清めと

日本でも指折りの

現在の社殿は、徳川家康が関ヶ

原戦勝のお礼に奉納したと言われています。
屋形船乗る前に「愛有酒造見学」することになり。蔵元の話
kumagaya-east-rc.com
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会報・情報委員会

幹事報告
浅井 純次

野村 泰豪

幹事

委員長

会報について

地区事務所より
・国際奉仕部門セミナー
8/26( 日 ) 紫雲閣

13：30 ～ 16：50

（新井委員長・佐藤副委員長）

職業奉仕委員会

・2018-19 青少年交換開講式の案内
8/26( 日 )13：00 ～

岩崎 孝男

国立女性教育会館

・米山記念館訪問研修旅行の案内

委員長

職業訪問について

9/9( 日 ) ～本庄よりバスを利用
（奨学生・ロータリアン・学友）
・米山梅吉記念館館報
2018 秋 32 号
・ハイライトよねやま
№ 221
・米山記念館より
賛助会員募集・・年間１口￥3,000
・米山記念館秋季例祭
9/15( 土 )14：00 ～米山記念館ホール

ニコニコ BOX

熊谷コミニュティづくり市民協議会より
第３７回コミニュティ活動実行賞・活動奨励賞表彰式の案内

細川

末廣

委員

10/26( 金 )14：00 ～
大里コミニュティセンター西棟大集会室
埼玉交響楽団より

市川富夫会長

第８１回定期演奏会後援依頼
11/25( 日 ) さくらめいと

太陽のホール 13：30 ～

熊谷さくらマラソン大会事務局より
大会の後援依頼

2019.3/24( 日 ) （例年通り）

ご当地うどんサミット熊谷実行委員会より
第８回全国ご当地うどんサミット記念フォーラム参加依頼
9/8（土）14：00 ～熊谷商工信用組合 6 Ｆ大ホール

納涼花火大会に大勢の参加頂き有難うございました。感動と
霊験あらたかさを感じました。新井公二さん・浅井純次さん
参加費のこころ遣いを頂きありがとうございます。小川親睦
委員長そして委員の方ご苦労様でした。
市川会長・藤澤副会長・浅井幹事
宮川会員、本日の会員卓話楽しみにしておりました。よろし
くお願い致します。

・年度計画書
熊谷南ＲＣ／熊谷西ＲＣ

岩崎孝男会員

届いております。

この度の、潮来花火鑑賞例会に参加出来ず申し訳ありません。
例会日

出席

欠席

MU

出席率

8.22

22

6

0

78.6%

〈本日 9/5 のプログラム〉
理事会報告 / 会員卓話 野中弘之
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石井典男会員
本日は、宮川会員の卓話、楽しみにしておりました。「ＪＣ」
「ロータリー」と長年の豊富なご経験に基づくお話、宜しく
お願い致します。

kumagaya-east-rc.com

浅井純次幹事

野村泰豪会員

ようやく夜には秋の虫の声が聞けるようになり過ごしやすく

花火に参加出来ず申し訳ありませんでした。ラグビーワール

なりました。

ドカップですが、７月にネット登録していた一般申し込みの

これからは、スポーツの秋かな？

抽選が行われました。熊谷会場はそれまで落選した話は聞き

中山康徳会員

ませんでしたが、今回は何人か落選の話を耳にしております。

本日は宮川会員の卓話を楽しみに参りました。宜しくお願い

あとチャンスは数回だと思いますので、お早目に申し込んで

致します。

下さい。私も友人から譲って欲しいと依頼されました。

清水利夫会員

吉田 繁会員

宮川さんの卓話
「川柳は

楽しみにしていました。そこで一句

ひねれば楽し

ボケ封じ」と思いきや、現実は厳

会員の皆さん今日は。宮川 進会員の卓話例会ですね。楽し
みにしておりました。宜しくお願い致します。

しいです。続いて
一句 「川柳を創れど

増える

物忘れ」

新井公二会員

ニコニコ BOX

本日

累計

8.22

￥24,000

¥151,100

宮川会員へ、本日はたのしみ～
野中弘之会員
体調の関係から休みがちで申し訳ありません。
本日は久しぶりの宮川さんの卓話楽しみに拝聴します。
小川 智会員

感謝状・委嘱状の授与

１８日の納涼移動例会にご参加いただいた会員の皆様ありが
とうございました。秋には満点の星空を見に行ければと思っ
ております。
井桁憲治会員
「盆あけて

コオロギ告げる

里の秋」( 夢仙 )

宮川 進さん、今日の卓話を楽しみにして参りました。
毒舌にみがきをかけて、舌峰するどく、ご指導ください。
草薙友光子会員
納涼例会は皆様のご協力があり無事終わり親睦委員会より感
謝申し上げます。
夕日と花火と生きたお花二輪ときれいなものが 3 つもあり
ました。
宮川 進会員
市川会長の命令によりつたない卓話をさせて頂きます。
細川末廣会員
水面に拡がった花火が脳裏に焼き付いています。納涼例会お
世話になりました。又本日は宮川さんの卓話ワクワク、ドキ
ドキです。合わせてありがとうございます。

kumagaya-east-rc.com
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ガバナー補佐

卓話
宮川

クラブ最大会員数

進 会員

井桁憲治会員（会員数２８名）
７１名

（1992~93 野中弘之年度 ･1995 ～ 96 吉田博三年度）
クラブ最少会員数

（2015 ～ 16 吉田

熊谷東ロータリークラブと私
１９８２年６月２３日

２７名

栗原公司年度・小谷野和夫氏・田中

昭三氏の推薦で入会。
先輩会員よりロータリアンとして、ロー
タリーの綱領 ･ 奉仕の理想・四つのテストの習熟は会員の必
須事項として先輩会員に指導され入会を許可頂きました。
１９８６～８６岩崎守次年度に初理事〈職奉委員長〉 幹
事・副会長を経験して２０００～０１高橋福八ガバナー年度
クラブ会長就任 ( 会員数５２名 )、その後、幹事 ( １回 )・副
会長（2 回）歴任して現在に至ります。

クラブ会員増強最多数年度
純増９名 <1991 ～ 92

清水

利夫年度）

ロータリークラブの運営と組織
・クラブ正会員の会費を基本として年度予算を作成、理事
会の予算承認後クラブを運営
・クラブ会長・副会長・幹事は１年交代とする。（ワンイヤー
ルルール）
・クラブ各部門委員会――ＲＩ会長・ガバナー・クラブ会
長の年度テーマを理解してクラブ会長の運営方針のもと年度

熊谷東ロータリークラブの主な出来事と会員数

計画を立案、理事会の承認の基に活動する。

１９７６年１１月２４日

・クラブ正会員――ＲＣの目的・ＲＣの理念・奉仕の理想・

熊谷ロータリークラブのスポンサーにより創立

四つのテスト・職業宣言を習熟して遅延なく会費を納入・例

１９７７年１０月８日

会に出席・企業価値を高めて奉仕活動を実戦・会員相互の親

認証状伝達式（チャーターメンバー４２名）

睦と融和で楽しいクラブをつくる。

１９７９年
クラブ事務所を流通センターに移設

繁年度）

藤間

弘行年度

1 ９８８～８９年度

正会員がクラブの主役です、会員なしでは会長・理事・役
員は選出出来ません。クラブ運営で最重要な運営者は会員皆
様です、宜しくお願い致します。

２５７地区分割（２５７地区・２７７地区）
１９９６～９７
島崎年度、クラブ創立２０周年記念事業で熊谷南ＲＣ創立
（特別代表

職場訪問 スバル工場見学

清水利夫会員）移籍会員１２名

２００１～０２
２５７０地区第５グループ

ガバナー補佐

野中弘之会員（会員数５３名）
２００５～０６
２５７０地区ガバナー

野中弘之会員〈会員数４２名〉

２０１４〜１５
２５７０地区第５グループ
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〈次回 9/12 のプログラム〉
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