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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 第2054回 【例会】 クラブ協議会

令和3年11月10日
◎司会：宮川 進 正 SAA

◎点鐘：野澤 正春 会長

第２回会員増強セミナー開催

会長挨拶
野澤 正春

18時30分

12/12（日）13：00 ～紫雲閣

会長

米山記念奨学会より
賛助会員募集

館報３８号

１口￥3000

行田さくら RC より
私、7 月 22 日全身打撲になり、１ヶ月半ベットで
生活をしておりました。9 月後半より仕事に復活し
ました。
友人より快気祝と言われ群馬県にある神梅館と言う
旅館に招待され、
そこは地元では有名な旅館でした。
築 100 年以上で長家作りとても古風な作りでした。
お湯は鉱泉で体にとても良い湯で朝入って夕方５時
頃まで体がポカポカで食事が又田舎料理、その中で
も鯉料理がとても美味しくたまりません。その後友
人と 2 回ほど宿泊にいってしまい体もリフレッシュ
体調も良くなりました。

11/16 当クラブ欠席

熊谷市より

非行防止大会事務局より・
・大会は中止
（会計報告）

第３２回熊谷さくらマラソン大会中止のお知らせ
赤い羽根共同募金のお願い

10/ 1 ～全国一斉に募金運動（赤い羽根配布）
秋のゴミゼロ運動について

国際交流会より

活動自粛のお願い

文化功労者・教育関係職員表彰式について

第 40 回コミュニティ活動実行賞表彰式の縮小開

催について

熊谷市社会福祉協議会

社協だより
（会長就退任）

立正大学ラグビー部後援会より
会報

幹事報告
清水 利夫

ポリオ根絶チャリティーゴルフコンペの案内

No,18

埼玉交響楽団「秋コンサート 2021」後援のお願い

幹事

12/5（日）13：00 ～さくらめいと
太陽のホール

高城神社

12/8（水）10：00 ～

地区事務所より

熊谷市美術家協会より

ロータリー奉仕デーについて (RI 会長 )
ロータリーの友より

会報第 45 号

100 年史購入要請

第 2 回ロータリー財団月間卓話者派遣依頼
申し込みの案内

地区研修セミナー開催の案内

例会日

出席

欠席

11.10

17

6

10/9（土） 中止

国際奉仕・R 財団委員会セミナー開催の案内
11/28

酉の市祭典執行の案内

13：00 ～（日）紫雲閣

kumagaya-east-rc.com

MU

出席率
74%

〈本日 11/17 のプログラム〉

ガバナー補佐訪問
岡部俊之氏（熊谷南 RC）
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第五回 理事会

◎総括事項
1

創立４５周年記念忘年家族例会について
12 月 22 日

17：30 受付
18：00 開始
キングアンバサダーホテル
予算 承認・別紙
「45 周年記念忘年家族例会について」

◎報告事項
第 3 回会長幹事会
11/16（火）18:30 〜ガーデンパレス
会長・幹事出席

2

公式訪問時、3 年未満会員は 11：30 より
義務出席

川越 RC 創立 70 周年記念式典
11/21（日）15:00

寿谷会員には、別途出席要請する。
会員は全員出席要請

川越プリンスホテル

会長・幹事出席
地区国際奉仕委員会・R 財団委員会合同セミナー開催

3

45 周年記念品について （野澤会長）

11/28（日）13:00 〜

ステンレスタンブラーに決定

紫雲閣

■その他
ゴルフ同好会より

4

11・12 月プログラムについて（野村委員長）承認

12/1 熊谷 C にて C ゴルフコンペ開催
浅井会員より

参加者

11 名

健康マージャン同好会より
11/26
5

6

17:00 〜銀鈴にて開催

清水会員より

45 周年予算・内容について（細川実行委員長）承認

クラブフォーラム

青少年奉仕委員会より

ガバナー公式訪問について

本年度の剣道大会をどうするか、剣道連盟と
協議を進めてみる。

当日のクラブ協議会はグループ分けしないで一括で
行う。
司会進行係は、小川会員・浅井会員で担当する。
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例会企画委員会
野村 泰豪

45 周年記念例会について

委員長

細川 末廣

実行委員長

11 月 プログラム

11 月 3 日

休会

11 月 10 日 理事会報告
誕生祝（9・10・11 月）
クラブフォーラム
（G 公式訪問時クラブ協議会について）
11 月 17 日 ガバナー補佐訪問
岡部俊之氏（熊谷南 RC）

11 月 24 日 ガバナー公式訪問
水村雅啓氏（入間 RC）

親睦委員会
小川 智

委員長

9.10.11 月会員・パートナー誕生祝
12 月 プログラム

12 月 1 日

休会

浅井純次会員・市川富夫会員・岩崎孝男会員
細川末廣会員・出井計多会員
宮川悦子さま・岩崎和子さま・中山延枝さま
おめでとうございます。

12 月 8 日

理事会報告
誕生祝（12 月）
年次総会
次年度、理事・役員選出

12 月 15 日 休会
12 月 22 日 創立 45 周年記念忘年家族例会
（別紙案内あり）
12 月 29 日 休会

kumagaya-east-rc.com
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藤澤貞彦会員

ニコニコ BOX
新井 公二

9・10・11 月誕生日の浅井純次様、市川富夫様、岩崎

委員

孝男様、細川末廣様、出井計多様、
宮川悦子様、岩崎和子様、中山延枝様 おめでとうご
ざいます。
宮川進会員

野澤会長・石井副会長・清水幹事
皆様今日は。久しぶりの例会です。よいお天気が続き
ます。健康維持のために大いに

妻の誕生祝ありがとうございます。
野中弘之会員
久しぶりの例会出席です。このところ良くないことばか

運動しましょう。

り続くので、今日は天気も良いし気分転換のきっかけに

岩崎孝男会員
妻の誕生祝（10 月）と今月私の誕生祝を、いただきあ
りがとうございます。

したいと思っています。よろしく。
清水利夫会員
久しぶりの例会です。出席の皆様がお元気のようなの

お陰様で、⁉歳を１３日に迎えます。

で、うれしく思います。

浅井純次員
①久しぶりの例会です。コロナも減少して、このままに
なってほしいですね。

森田政男会員
久しぶりで申し訳ありません。
8 月の誕生祝 有難うございました。

②誕生祝いありがとうございました。
武藤正会員
久しぶりの好天です。来年は入間航空祭が開催される
と、いいですネ！
小川智会員
久しぶりに血液検査をしましたが、ほぼ ほぼキレイな

ニコニコ BOX

本日

累計

11.10

￥34,000

¥129,000

数値でした。
中山康徳会員

〈次回 11/24 のプログラム〉

ガバナー公式訪問

妻の誕生祝を頂き、ありがとうございました。

水村雅啓 氏（入間 RC）

野村泰豪会員
良い季節になりました。11 月で気温 20℃前後という、
まるで 10 月のような天気です。
やはり温暖化の影響ですね。
細川末廣会員
創立 45 周年記念忘年例会の概要が決まりありがとう
ございました。
又、誕生日祝もありがとうございます。
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