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通算 第2071回  【例会】　新役員挨拶　　　 令和4年7月6日

◎司会：新井 公二 SAA　◎点鐘：浅井 純次会長

会長挨拶
浅井 純次　会長

来賓紹介
野澤 正春　副会長

本日より新年度がスタートしました。よろしくお願いいたし

ます。

早速ですが、本日はお客様が多数いらしております。2570

地区第 5 グループの新井ガバナー補佐、そして、熊谷南ロー

タリークラブより、植野会長、清水幹事、棚澤直前会長、

ようこそおいでいただきました。

本日理事会がございました

理事会報告

　最近特に感じていることがあります。それは人との出会い

です。この同じ時代で生を受けて、この広い世界で巡り合え

たことに今までは偶然と思っていました。しかし、このめぐ

り逢いによって友人になったり、良きパートナーになったり

と、この出会いは必然ではないかと思っています。だからこ

そ、人との出会いを大事にしていきたいと思っています。

2022-23 年度第 5 グループガバナー補佐
　新井裕喜様
熊谷南ロータリークラブ
　会長　植野智恵子様
　幹事　清水保人様
　直前会長　棚澤正行様
ようこそお越しくださいました。

〈本日 7/13 のプログラム〉
クラブ協議会

五大奉仕委員長　活動方針

例会日 出席 欠席 MU 出席率
7.6 14 7 0 66.7%

幹事報告
野村 泰豪　副会長

地区事務所より
・村田ガバナーより新年度のご挨拶
・青少年交換委員長より
　「留学説明会」公開開催の案内
　　7/10（日）14：00 ～紫雲閣
・社会奉仕委員会より
　社会奉仕・こども家庭委員会合同セミナー開催の案内
　　7/24（日）13：00 登録 13：30 点鐘　国立女性教育
　　会館　研修棟講堂　7/15 迄
・規定審議会より
　2022 年度期待審議会決定報告書・クラブと地区に関連す　
　る重要な変更　詳細添付
・ロータリー文庫運営委員会より
　新年度文書配信のお願い（資料のデジタル化に伴い WEB
　サイトによる公開継続）
熊谷暴力排除推進協議会より
・令和４年度負担金納入依頼・・￥5，000
熊谷市コミュニティづくり市民協議会より
・令和４年度定期総会書面審議の結果について
　すべての議案可決
熊谷市青少年非行防止大会
　7/2（土）13：30 ～熊谷市立文化センター
　協賛￥10，000
立正大学ラグビー部後援会より
　令和４年度立正大学ラグビー部後援会役員会および総会の案内
　7/12（火）17：00 ～熊谷商工会議所 3F　3 号室
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1 金融機関の件　（埼玉りそな BK 熊谷支店・埼玉
縣信用金庫上之支店）

承認

2 上期会費の件　 半期￥120,000　 承認

3 卓話者お礼の件　Ｒ関係者　UCC 詰合せ
外部￥10,000 ＋ UCC 詰合せ

承認

4 年度計画書の件
来週例会までに配布予定

5 細川末廣会員　退会の件　（退会届　添付） 承認

6 本年度 SAA より方針説明　
現在の状況説明　
基本従来通り（コロナ状況による）歌は歌わない

承認

7 備品購入の件 承認

1 例会企画委員会　7・8 月プログラム
夕刻例会は家族例会とする

別紙
◎クラブ奉仕部門

第一回 理事会 例会企画委員会
高橋 勤二　委員長 

8 月 プログラム 

8 月 3 日
（2074 回）　　　　

理事会報告
誕生祝（8 月）　
クラブ協議会　
クラブ定款について①

8 月 10 日
（2075 回）

外部卓話
講師：日本薬科大学
木村正幸氏「今後の薬局の変貌」

8 月 17 日 休会

8 月 24 日

（2076 回）

外部卓話
 講師：上原正氏

8 月 31 日

（2077 回）

 納涼移動家族例会　
伊香保温泉
詳細は後日案内あり

7 月 プログラム 

7 月６日

（2071 回）

理事会報告
誕生祝（７月）　
新役員挨拶　（三役・SAA）活動方針

7 月 13 日

（2072 回）

クラブ協議会
五大奉仕委員長　活動方針

7 月 20 日 休会

7 月 27 日

（2073 回）

夕刻家族例会　　采帆久亭
津軽三味線　澤田慶仁氏

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
石井公子様・清水ナツエ様
おめでとうございます。
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ニコニコ BOX
市川 富夫　委員長 

羽生 RC　ガバナー補佐　新井裕喜様

2022-23 年度ガバナー補佐を務めます羽生クラブの新井と申し

ます。１年間宜しくご協力お願い致します。

熊谷南 RC　会長　植野智恵子様・幹事　清水保人様・直前会

長　棚澤正行様

いつもお世話になります。浅井会長、野村幹事　新年度のご出

発おめでとうございます。

本日は 3 名でお伺い致しました。１年間宜しくお願い致します。

浅井会長・野澤副会長・野村幹事

本日は初めての浅井年度例会です。皆さん一年間よろしくお願い

致します。新井ガバナー補佐、熊谷南ロータリークラブ植野会長・

清水幹事・棚澤直前会長　ようこそいらっしゃいました。

浅井純次会長

いよいよ始まります。これから１年間宜しくお願いします。

石井典男会員

妻の誕生祝のお花をいただきましてありがとうございました。

野村泰豪幹事

本日から一年間宜しくお願い致します。熊谷南 RC 会長・幹事・

直前会長様ようこそおいで下さいました。新井ガバナー補佐一

年間宜しくお願い致します。

清水利夫会員

浅井年度の再スタート、おめでとうございます。

藤澤貞彦会員

会長の浅井さん、幹事の野村さん、副会長の野澤さん、SAA

の新井さん１年間頑張ってください。

７月誕生日の、草薙友光子会員・新井公二会員・中山康徳会員・

石井公子様・清水ナツエ様、おめでとうございます。

武藤正会員

浅井年度の船出、おめでとうございます。

新井公二会員

SAA を仰せつかりました。健康に気をつけ、一年間を過ごした

く思います。

みなさまのご協力よろしく願います。

草薙友光子会員

ガバナー補佐様、南ロータリークラブの皆様のご来訪を心より

歓迎申し上げます。

お誕生日プレゼントを頂きましてありがとうございました。

野澤正春副会長

浅井年度おめでとうございます。１年間ガンバって下さい。

ガバナー補佐　新井様、南ロータリークラブ会長　植野様・直

前会長　棚澤様・幹事　清水様　本日宜しくお願い致します。

小川智会員

浅井会長、一年間コロナに影響されず進行できること願ってお

ります。

高橋勤二会員

浅井年度のスタートをお祝い申し上げます。

一年一緒にがんばりますのでよろしくお願いします。

中山康徳会員

浅井年度、2 ラウンド目がスタートしました。期待しています。

誕生日祝ありがとうございます。25 日で 73 才になります。

市川富夫会員

浅井年度ニコニコ BOX　楽しかった事・身近な出来事も投函し

て下さい。

１年間よろしくお願いします。
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〈次回 7/27 のプログラム〉
夕刻家族例会　　采帆久亭
津軽三味線　澤田慶仁氏

ニコニコ BOX 本日 累計

7.6 ￥41,000 ¥41,000

会長
浅井 純次　会員 

新三役挨拶

副会長
野澤 正春　会員 

幹事
野村 泰豪 　会員 

正 SAA
新井公二　会員 

例会の様子


