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通算 第2050回  【例会】　新役員挨拶　　　 令和3年7月7日

◎司会：宮川 進 正 SAA　◎点鐘：野澤 正春会長

会長挨拶
野澤 正春　会長

来賓紹介
石井 典男　副会長

理事会報告
清水 利夫　幹事

2020-21 年度 武藤正会長の後を引き継ぎ、本年度会長をつ

とめさせていただきます。

昨年度はじめより、世界的な規模で新型コロナウイルスによ

るパンデミックに見舞われている現状の中、ロータリー活動

も大分制限されており、思うような活動ができるか不安です

が、ワクチン投与も始まり、オリンピック等明るいニュース

もありますので、出来る範囲で会員皆様と協力して本年度の

活動を遂行して参りたいと思います。

  会長　　棚澤 正行さま
  幹事　　植野 智恵子さま
 　前年度会長　　井上 哲孝さま
 　前年度幹事　　小野寺 弘行さま
第5グループガバナー補佐　　岡部 俊之さま

熊谷南ロータリークラブ

〈本日 7/14 のプログラム〉
クラブ協議会　

五大奉仕委員長挨拶　本年度活動方針

地区事務所より
　2020-21 地区役員に記念品

　　野中弘之会員・浅井純次会員

　2570 地区会員増強セミナーアンケート資料まとめ

　青少年奉仕委員会より

　　留学説明会公開開催の案内 7/11（日）

　　埼玉グランドホテル

第 5 グループガバナー補佐より
　第 2 回会長幹事　8/10（火）18：30 ～

　ホテルガーデンパレス

熊谷市社会福祉協議会より
　社協だより　62 号

熊谷市コミュニティづくり市民協議会より
　令和 3 年度定期総会書面審議の結果通知

熊谷暴力排除推進協議会より
　令和 3 年度総会書面決議結果について

埼玉県腎・アイバンク協会より

　第 32 回総会中止の案内 ( 当日資料添付 )

例会日 出席 欠席 MU 出席率
7.7 17 7 0 70.8%
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1 名誉会員の件（小島敏夫氏） 承認

2 金融関係の件
（埼玉りそな BK 熊谷市店・埼玉縣信用金庫上之支店）

承認

3 上期会費の件
半期 ¥120,000

承認

4 卓話者お礼の件
R 関係者 ¥3,000　外部 ¥10,000

承認

5 年度計画書の件　次週までに完成予定 承認

6 例会時食事の件　¥1,500( 税込み ) 采帆亭に
お願いする。

承認

7 本年度 SAA より方針説明 承認

8 組織表変更の件 承認

9 備品購入の件 承認

10 理事会議事録署名人について
原則として直前会長、欠席の場合には順次直前会長

承認

1 7・8 月プログラムの件　( 草薙副委員長 ) 別紙

2 納涼例会の件（8/18 バスにて）
小川親睦例会委員長より

承認

3 ニコニコＢＯＸ　
本年度目標 50 万円

承認

1 職業奉仕委員会より
職場訪問を多く行いたい

2 社会奉仕委員会より

3 国際奉仕委員会より

4 青少年奉仕委員会より
本年度は、剣道大会ができそうなので、頑張りたい。

◎総括事項

◎クラブ奉仕部門委員会

◎奉仕プロジェクト部門委員会

第一回 理事会 熊谷南ロータリークラブ
会長　棚澤 正行　様 

熊谷南ロータリークラブ
第 5 グループガバナー補佐

岡部 俊之　様

直前相原ガバナーより記念品
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例会企画委員会
草薙 友光子　副委員長 

8 月 プログラム 

8 月 4 日 理事会報告
誕生祝（８月）
会員卓話　岩崎孝男会員

8 月 11 日 休会（山の日）

8 月 18 日 横須賀軍艦巡り
詳細案内は後日配布

8 月 25 日 夕刻移動例会　采帆久亭

7 月 プログラム 

7 月 7 日 理事会報告
誕生祝（７月）
新役員挨拶　本年度活動方針（三役・SAA）

7 月 14 日 クラブ協議会
五大奉仕委員長挨拶　本年度活動方針

7 月 21 日 休会

7 月 28 日 夕刻移動例会　采帆久亭

親睦委員会
小川 智　委員長 

7 月会員・パートナー誕生祝
草薙友光子会員・新井公二会員・中山康徳会員
石井公子さま・細川涼子さま・清水ナツエさま
おめでとうございます。

新役員挨拶

野澤 正春　会長

石井 典男　副会長

清水 利夫　幹事

宮川 進　正 SAA
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ニコニコ BOX
市川 富夫　委員長 

棚澤正行さま・植野智恵子さま・井上哲孝さま
小野寺弘行さま・岡部俊之さま

（熊谷南 RC）
先ずは野澤年度のスタートを心よりお喜び申し上げます。

長引くコロナ禍の中においてクラブ運営も難しいものがあります

が、親クラブである東ロータリークラブの皆様のご指導を頂きな

がら、一年間充実したクラブ活動ができますように努力してまい

りたいと思います。

　両クラブの交流が益々発展しますよう願っています。本日はど

うぞよろしくお願い致します。

野澤正春会長・石井典男副会長・清水利夫幹事
本年度より野澤年度が始まります。一年間よろしくお願い致しま

す。

野中弘之会員
野澤会長年度の船出を祝って！

岩崎孝男会員
熊谷南 RC の皆様、ご来訪を感謝申し上げます。

藤澤貞彦会員
野澤会長、石井副会長、清水幹事、SAA 宮川さん、1年間よ

ろしくお願いします。

清水利夫会員
①本年度幹事を仰せつかりました。よろしくお願いします。

②妻の誕生祝、ありがとうございました。

石井典男会員
①本年度、野澤会長のもと副会長を仰せつかりました石井です。

宜しくお願い致します。

②妻の誕生祝のきれいなお花　有難うございました。

佐藤良孝会員
野澤年度の門出を祝って！！

会員誕生祝の記念品を当社玉章堂にご用命いただき誠に有難う

ございました。

商品は、高級筆ペンです。

宮川 進会員（SAA）
南ロータリークラブ棚澤会長をはじめメーキャップありがとうご

ざいます。

本年度 SAA よろしくお願いします。

武藤 正会員
武藤年度では大変お世話になりました。野澤会長がんばって下

さい！！

草薙友光子会員
野澤年度の船出をお祝い申し上げます。

本日はお誕生日プレゼントをありがとうございます。

高橋勤二会員
野澤会長一年間よろしくお願いします。

小川 智会員
野澤年度スタートおめでとうございます。

浅井純次会員
①野澤年度の船出をお祝い申し上げます。非力ながら全力で頑

張ります。

②熊谷南 RC の方々、ようこそおいでいただきありがとうござい

ます。

新井公二会員
今期のクラブ運営がんばりましょう。

市川富夫会員
南クラブの皆様、ようこそお越しくださいました。

ニコニコ BOX 任命されました市川です。宜しくお願いします。

今年度は開催日数が少なくなりますが、投函宜しくお願いします。

〈次回 7/28 のプログラム〉
夕刻移動例会

采帆久亭

ニコニコ BOX 本日 累計

7.7 ￥36,000 ¥36,000


