ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2570 / KUMAGAYA EAST ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

2019–2020年度

2019−20年度テーマ

国際ロータリー第２５７０地区

熊谷東ロータリークラブ会報

NO.

13

クラブテーマ

ロータリアンであることに誇りと感謝

会長：浅井 純次
幹事：野澤 正春

2019.11.6 発行

副会長：清水 利夫 会報情報委員長：吉田 繁
会長エレクト：武藤 正

〒360-0024 熊谷市問屋町2-4-1 熊谷流通センター会館
TEL.048-525-3025 FAX.048-525-7011
office@kumagaya-east-rc.com

国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 ：マーク・ダニエル・マローニー
第2570地区ガバナー ：鈴木 秀憲

通算 2005回 【例会】ガバナー補佐訪問

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

第５グループガバナー補佐

新井啓介氏

令和元年10月16日

◎司会：吉田 繁 副 SAA

会長挨拶
浅井 純次

18時30分

◎点鐘：浅井 純次会長

幹事報告

会長

野澤 正春

2570 地区第 5 グループガバナー補佐新井啓介様本日は当ク
ラブにおいで頂き誠にありがとうございます。ご指導の程よろ
しくお願いいたします。
さて、先週末の台風 19 号の影響による深刻な被害のニュース
が報道されています。この台風 19 号名称「ＨＡＧＩＢＩＳ」ハ
ギビスですが、先週の早い時期から大型で用心をするようにと
の報道がされていました。しかし、かなりの被害と被害者がい
ます。私も台風の接近と共に自宅で待機していました。その中
で家内が近所の方々とｌｉｎｅで情報交換をしていました。内容
は「避難指示が出てるみたい」
「いつでも避難できる準備でい
る」等々でした。また、
私のスマホにも近辺の状況通知やハザー
ドマップや様々来ていました。現在報道されていて亡くなった
方々は高齢の方が多く、そのほとんどが避難をしないで自宅で
亡くなった方が多くいます。この方々はスマホをお持ちだったの

幹事

地区事務所より

・東日観光（株）より

2020 ホノルル国際大会旅行の案内 2020/6/6 ～ 10

・ロータリー・リーダーシップ研究会パートⅡの案内
11/23（土）

埼玉警察官友の会より

会報第 161 号が届いております。

熊谷市より

・令和元年度熊谷市文化功労者・教育関係職員表彰式開催
の案内

11/3（日・祝）9：15 ～

大里生涯学習センター「あすねっと」

・福祉協議会より

社協だより 55 号が届いております。

埼玉交響楽団より

第 83 回「定期演奏会」の案内

11/24（日）13：30 ～さくらめいと

でしょうか、また、様々な情報収集をされていたのでしょうか。 立正大学より
学園新聞№ 147 届いております。
疑問が残ります。もしも、この方々が普段よりスマホを利用し
高城神社より
ていたら違った形になったのではないでしょうか。時代と共に
大嘗祭の案内
便利なものや新しいものが出てきています。そのものに背を向

11/14（木）10：30 ～

けずに積極的に利用することは必要ではないでしょうか
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〈本日 11/6 のプログラム〉
会員卓話

理事会報告
高橋勤二会員・角田 健
会員誕生祝い

清水 利夫

副会長

本日のご来賓
ガバナー補佐訪問

kumagaya-east-rc.com

第５グループがバナー補佐

新井啓介氏
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ガバナー補佐訪問

ニコニコ BOX
清水 利夫

第５グループガバナー補佐

委員長

新井啓介氏

20191'"'-'2020年度国際ロ ー タリ ー第2570地区
第5グル ー プ・ガバナ ー 補佐 新井 啓介（行田さくらRC)
国際ロ ー タリ ー、マー クダニエルマロニ ー 会長の方針に沿って、我地区の鈴木秀憲

新井啓介様（第 5 グループガバナー補佐・行田さくら RC）
本日はお世話になります。

サポートすることが、カバナ ー 補佐の役割です。
今年度、第5グル ー プでは、我 クラブ（行田さくらRC)が、 ガバナ ー 補佐を選出する
当番でしたが、他に適任者がいましたので、まさか、私がその任に当たるとは、考えて
もいなかったのですが、 お受けすることになってしまいました。

浅井純次会長・清水利夫副会長・野澤正春幹事

私は、現在、 クラフ会長を受けてから 10年が経ち、地区では、社会奉仕部門委員長、

本日は、新井啓介ガバナー補佐様、宜しくお願い致します。
浅井純次会長

ガバナ ーは、会員の参加を促進し、意欲を引出し、ロ ー タリ ー の周知と促進を行なって
います。その地区ガバナ ーを援助することによって、担当するクラブの効果的な運営を

また細井ガバナ ー 年度の地区幹事をさせて頂きましたので、 それらの経験を踏まえて
一年間務めさせて頂きますので、 よろしくお願いいたします。
国際ロ ー タリ ーの会員は、各クラブです。第2570地区の第 5 グル ー プは、現在 10
クラブで、374名(7月末）の会員で組織しています。 それぞれの クラブが会員同土

第 5 グループガバナー補佐新井啓介様

本日はご多忙の中ご

来訪誠にありがとうございます。ご指導の程、よろしくお願い
いたします。

のつながりが強固になり、退会防止・増強につながり、年次目標に沿った奉仕活動がで
きますよう、微力ながら支援協力させて頂きます。

この 一 年間、クラブと地区の架け橋になるよう努力いたしますので、地区の行事や活動
に対するご理解ご協力もお願致します。
また、第 5 グル ー プのIM「都市連合会(I
ntercityMeeti
ng)」は、 行田さくらロ ー タ
リ ー クラブのホストとなりますが、皆様の ご指導ご協力よろしくお願い申し上げます。

清水利夫副会長

※IMの目的は、 会員相互の親睦と知識を広めること。

新井啓介ガバナー補佐、ようこそ。ご来訪を歓迎申し上げます。
野澤正春幹事

く熊谷東RCを訪問して＞
〇私の先輩、友人、 知人がいるクラブ
会員数：28名(7月末）

0熊谷クラブをスポンサ ー クラブとするクラブ
創立1976年1 1月24日

この度は皆様に大変お世話になり、感謝申し上げます。

く熊谷RCの 9番目のスポンサ ー クラブ＞

0地域に根差した奉仕プロジェクト

新井公二会員

10 月 13 日、日曜日に細川さんと熊谷駅で会いました。手術後

で多少疲れ気味でしたが、奥さんともども歩かなければと、元
気にしてましたことを、皆さんに報告いたします。

歴史ある冠事業
第40回剣道大会
熊谷市体育協会ヘテ ー ブル寄贈プロジェクト(2013~2 0 1 4年）なと
〇今年度（ 浅井純次会長、野澤正春幹事）
クラブテ ーマ『ロ ー タリアンであることに誇りと感謝』
3つの年次目標—
1 ．会員間でビジネスの話（環境） 2.継続事業の継承促進
ご活躍をご祈念申し上げます。

3．他 クラブとの交流

蛭川俊也会員

20191'"'-'2020年度国際ロ ー タリ ー第2570地区
第5グル ー プ・ガバナ ー 補佐 新井 啓介（行田さくらRC)

野中弘之会員

ガバナ ーは、会員の参加を促進し、意欲を引出し、ロ ー タリ ー の周知と促進を行なって
います。その地区ガバナ ーを援助することによって、担当するクラブの効果的な運営を

ガバナー補佐新井啓介様、今日は宜しくお願い致します。
ようこそ新井ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。
井桁憲治会員

ガバナー補佐新井啓介様本日のご来訪を楽しみにしておりまし
た。国際的なガバナー補佐ご指導を優しくお願い致します。
藤澤貞彦会員

国際ロ ー タリ ー、マー クダニエルマロニ ー 会長の方針に沿って、我地区の鈴木秀憲

サポートすることが、カバナ ー 補佐の役割です。
今年度、第5グル ー プでは、我 クラブ（行田さくらRC)が、 ガバナ ー 補佐を選出する
当番でしたが、他に適任者がいましたので、まさか、私がその任に当たるとは、考えて
もいなかったのですが、 お受けすることになってしまいました。
私は、現在、 クラフ会長を受けてから 10年が経ち、地区では、社会奉仕部門委員長、
また細井ガバナ ー 年度の地区幹事をさせて頂きましたので、 それらの経験を踏まえて
一年間務めさせて頂きますので、 よろしくお願いいたします。
国際ロ ー タリ ーの会員は、各クラブです。第2570地区の第 5 グル ー プは、現在 10
クラブで、374名(7月末）の会員で組織しています。 それぞれの クラブが会員同土
のつながりが強固になり、退会防止・増強につながり、年次目標に沿った奉仕活動がで
きますよう、微力ながら支援協力させて頂きます。

ガバナー補佐新井啓介様、本日はガバナー補佐訪問ということ

で、お忙しい中有難うございました。卓話宜しくお願い致します。
岩崎孝男会員

この 一 年間、クラブと地区の架け橋になるよう努力いたしますので、地区の行事や活動
に対するご理解ご協力もお願致します。
また、第 5 グル ー プのIM「都市連合会(I
ntercityMeeti
ng)」は、 行田さくらロ ー タ
リ ー クラブのホストとなりますが、皆様の ご指導ご協力よろしくお願い申し上げます。
※IMの目的は、 会員相互の親睦と知識を広めること。

本日は新井ガバナー補佐様、お世話になります。
（追伸：本日さ

くらめいとにて当社が職警連の表彰をされることになり、代理
の者が行っております。
）

く熊谷東RCを訪問して＞
〇私の先輩、友人、 知人がいるクラブ
会員数：28名(7月末）

0熊谷クラブをスポンサ ー クラブとするクラブ
創立1976年1 1月24日
く熊谷RCの 9番目のスポンサ ー クラブ＞

市川富夫会員

0地域に根差した奉仕プロジェクト

ガバナー補佐新井啓介様 ようこそいらっしゃいました。ご指
導宜しくお願い致します。

歴史ある冠事業
第40回剣道大会
熊谷市体育協会ヘテ ー ブル寄贈プロジェクト(2013~2 0 1 4年）なと
〇今年度（ 浅井純次会長、野澤正春幹事）
クラブテ ーマ『ロ ー タリアンであることに誇りと感謝』
3つの年次目標—

小川 智会員

1 ．会員間でビジネスの話（環境） 2.継続事業の継承促進
ご活躍をご祈念申し上げます。

本日は、第 5 グループガバナー補佐、新井啓介様の御来訪を歓
迎申し上げます。
中山康徳会員

第 5 グループ新井啓介ガバナー補佐様、本日は宜しくご指導を
お願い致します。
吉田 繁会員

第 5 グループガバナー補佐 新井啓介様本日の卓話をお聞きし
たく出席しました。宜しくお願い致します。
ニコニコ BOX

本日

累計

10.16

￥31,000

¥326,000
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〈次回 11/13 のプログラム〉
移動例会（坐禅例会・東光寺）

3．他 クラブとの交流

