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〒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
例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会　18時30分

会長：野澤 正春　　副会長：石井 典男　会報情報委員長：市川 富夫
幹事：清水 利夫　会長エレクト：浅井 純次
国際ロータリー会長 ：シェカール・メータ
第2570地区ガバナー ：水村　雅啓

2021–2022年度

NO.

10
2022.1.12 発行

通算 第2057回  【例会】　年次総会 令和3年12月8日

◎司会：宮川 進 正 SAA　◎点鐘：石井 典男 副会長

会長挨拶

石井 典男　副会長

幹事報告

清水 利夫　幹事

インタ・シティー・ミーティングの案内
　2/11( 金・祝 )13:00 〜
　熊谷スポーツホテル パークウイング ( 全員登録 )
第 2 回会員増強セミナー
　12/12( 日 )13:00 〜
　紫雲閣
第 5 グループ第 4 回会長幹事会
　1/18( 火 )　ホテルガーデンパレス
2022-23 年度　米山記念奨学生　受け入れの件
川越 RC より　70 周年記念式典のお礼状
国際大会の案内
　2022.6.5 〜アメリカ・ヒューストン
　国際大会開催
地区公共イメージ委員会より
　チラシ・ポスター配布のお願い（本日配布）

例会日 出席 欠席 MU 出席率
12.8 15 8 0 65.2%

45 周年記念例会について

細川 末廣　実行委員長

〈本日 4/6 のプログラム〉
理事会

誕生祝（2・3・4 月）
外部卓話　カクタククリニック院長

【角田 修　氏】
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1 次年度会長エレクト・副幹事承認の件
副幹事については P 会長会の承認を条件に承認

2 次年度上記以外に役員・理事選出の件
（浅井会長エレクトより）

同上

3 創立 45 周年記念忘年家族例会の内容の件 承認

4 2022-23 年度、米山記念奨学生
地区より受け入れのお願い
希望するかしないか
希望しないを決定

5 安藤久乃会員　お見舞の件
内規に基づくことで承認

6 12・1 月プログラムの件 添付

7 2/11 インターシティー・ミーティングの件
希望者を募り、このホテルで食事をしてから参
加する

◎総括事項

第六回 理事会 例会企画委員会
野村 泰豪　委員長 

1 月 プログラム 

1 月 5 日 理事会
誕生祝（1 月）
クラブ協議会　

1 月 12 日 理事会報告
誕生祝（9 月）
会員卓話　清水利夫幹事

1 月 19 日 休会

1 月 26 日 夕刻移動例会「采帆久亭」
新年会

12 月 プログラム 

12 月 1 日 休会

12 月 8 日 理事会
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
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野澤会長より

議案１

①次年度会長エレクト　野澤正春　会員

②次年度副会長

　野澤正春（会長エレクト）人事内規第４条 1 に

よる浅井会長エレクトによる選任者はなし

③次年度副幹事

　石井典男　会員

　（野澤正春 次年度会長エレクト選任により）

① 10/27 パスト会長会・本日理事会にて提案承認済み

② 10/27 パスト会長会・本日理事会にて提案承認済み

③ P 会長会の承認を条件に承認

議案 2

上記以外の次年度役員・理事選出

（浅井純次 会長エレクトより）　別紙添付

別紙をもとに、理事役員についての説明

（浅井純次 会長エレクトより）

本日の理事会にて年次総会へ上程することが承認済

野澤正春会長より

以上 2 議案に、異議はございませんか。

異議がないようですので、本日出席者全員賛成によ

り、可決されました。

次年度、三役より挨拶をお願い致します。

（次年度浅井会長・野澤副会長・野村幹事）

選出された理事・役員の方々は、次年度のご活躍を

期待申し上げます。　以上

2021 〜 2022 年

熊谷東ロータリークラブ　役員・理事

会 長 　役　員 浅　井　純　次

副  会  長 　役　員 野　澤　正　春

直前会長 　役　員 野　澤　正　春

会長エレクト 　役　員 野　澤　正　春

幹 事 　役　員 野　村　泰　豪

会 計 　役　員 武　藤　　　正

会場監督 　役　員 新　井　公　二

    　　　（正 SAA）

副  幹  事 　理　事 石　井　典　男

  　理　事 野　中　弘　之

  　理　事 小　川　　　智

   （クラブ奉仕部門委員長）

  　理　事 市　川　富　夫

   　（米山記念奨学委員長）

  　理　事 草 薙   友 光 子

   　　　（職業奉仕委員長）

  　理　事 藤　澤　貞　彦

   （奉仕プロジェクト部門委員長）

   （国際奉仕委員長　兼任）

  　理　事 高　橋　勤　二

   　　　（社会奉仕委員会）

  　理　事 寿　谷　光　洋

   　　（青少年奉仕委員長）

     以上　13 名

年次総会

次年度役員・理事の発表
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ニコニコ BOX
市川 富夫　委員 

野澤会長・石井副会長・清水幹事

次年度会長エレクト、副会長、副幹事　次年度浅井

会長、野澤副会長、野村幹事

おめでとうございます。皆様宜しくお願い致します。

本日も宜しくお願いします。

野澤正春会長

本日は私事で例会、年次総会に出席できず大変申し

訳ございません。

野中弘之会員

①誕生祝ありがとうございます。あと1週間で 85 才、

自分で驚いています。

②清水先生には、土地の賃貸借の問題を次 と々解決し

ていただき感謝しております。

清水利夫会員

次年度の理事、役員の皆様が年次総会で決まりまし

た。次年度はよろしくお願いします。

宮川進会員

誕生祝ありがとうございます。本年で傘寿になります。

心身共に元気です。今後ともよろしくお願いします。

浅井純次会員

早いもので本日の年次総会で次年度の理事、役員の

発表があります。

みなさんよろしくお願いいたします。

市川富夫会員

長期休みいたしましたが、80％回復しましたので、ま

たよろしくお願いします。

藤澤貞彦会員

12 月誕生日の野中弘之会員・安藤久乃会員・宮川進

会員おめでとうございます。

細川末廣会員

22 日の創立 45 周年記念忘年家族例会、多数の出席

ありがとうございます。

皆さんで、しっかり節目を祝いましょう。

草薙友光子会員

今日の会員卓話の野中さん、宮川さんのお話楽しみに

しております。安藤さんには早く回復して頂きたいと

思います。

ニコニコ BOX 本日 累計

12.8 ￥25,000 ¥192,000

〈次回 4/20 のプログラム〉
熊谷市長　卓話
小林 哲也　氏

親睦委員会

小川 智　委員長

12 月会員・パートナー誕生祝

野中弘之会員・宮川 進会員・安藤久乃会員（欠席）

おめでとうございます。


