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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 ：ジェニファー・ジョーンズ
第2570地区ガバナー ：村田 貴紀

通算 第2075回 クラブ協議会

令和4年9月7日
◎司会：新井 公二 SAA

会長挨拶
浅井 純次

◎点鐘：浅井 純次会長

幹事報告

会長

野村 泰豪

気が付けば猛暑も収まり、秋の気配も感じられるようになり
ました。

幹事

地区事務所より

地区大会開催の案内

まずは本日行われた理事会の報告をいたします。

9/22（木）11：30 ～帝国ホテル（欠席）

理事会報告
プロ野球も終盤戦を迎えようとしており、我がヤクルトス
ワローズもおかげさまで首位を独走しております。その中で
も主砲の村上宗隆選手です。昨日も５２号を打ちました。現
在、打率、打点、本塁打ですべて１位の３冠王です。彼は熊
本県熊本市出身で九州学院高校から２０１７年ドラフト１位
でヤクルトに入団しました。高校時代はキャッチャーでした
が、プロ入り後三塁手にコンバートし、１２月には山田哲人
とバレンティンの弟子入りを志願しました。初ホームランは
２０１８年９月１６日広島戦です。
今の時代記録に関することはすぐに表示されます。これは
コンピュータによるデータの蓄積・集計がされているからで
す。そのデータ量は莫大です。このようにデータを扱って商
売にしているのが我々ＩＴ業界です。このデータをどのよう
に表現するかを商売にしています。

ZOOM 出席あり

世界ポリオデーに先立ち秩父鉄道 SL パレオエクスプレスポ
リオ撲滅キャンペーン

10/16（日）10：10 熊谷駅出発

2024-25 ガバナー候補者推薦依頼

10/20 まで地区指名委員会に提出

留学説明会（二次募集）開催の案内
10/9（日）14：00 ～

国立女性教育会館（10/5 迄）

国際奉仕・R 財団委員会合同セミナー

9/18（日）13：00 ～ガーデンホテル紫雲閣 2F(9/9 迄 )

地区大会 ZOOM 出席の件
出席申し込み書添付

熊谷市国際交流会より

第 30 回外国人による日本語スピーチコンテストの案内
9/18（日）13：00 ～（欠）

立正大学ラグビー部講演会会報誌

第 33 回熊谷さくらマラソン大会への後援依頼

第三回 理事会

令和 5 年 3/19（日）熊谷さくらうんどう公園陸上競技場

1 パスト会長会を本日例会終了後開催（案内済）
次年度ガバナー補佐候補について

承認

2 9/28 ガバナー補佐訪問時
クラブ協議会開催について
2 グループ程度で行う

承認

3 10/19

承認

熊谷南 RC と合同例会について

4 ガバナー公式訪問について
4 クラブ合同打ち合わせ 9/13

18時30分

例会日

出席

欠席

MU

出席率

9.7

15

6

0

71.4%

内容、会場設営

〈本日 9/14 のプログラム〉
外部卓話

横田透氏（熊谷桜について）

等
kumagaya-east-rc.com

5-1

親睦委員会
小川 智

ニコニコ BOX

委員長

市川富夫

委員長

9 月会員・パートナー誕生祝
浅井純次会員・市川富夫会員
おめでとうございます。
浅井会長・野澤副会長・野村幹事

９月になりました。今月は気候変動の月ですが、皆様お気を付
けてお過ごし下さい。
浅井純次会員

誕生祝ありがとうございます。63 才になりました。
野澤正春会員

浅井純次会員・市川富夫会員誕生日おめでとうございます。
本日も宜しくお願いします。
野村泰豪会員

雨ですが、宜しくお願い致します。

例会企画委員会
市川富夫

野中弘之会員

①過日の家内幸子の葬儀に際しましては、お手伝い頂いたり、

副委員長

ご会葬いただき会員の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
家内もロータリーを愛し、ロータリーを通して様々な経験を共に
したので十分ロータリーを楽しんで旅立ってくれたことと思いま
す。お世話になりました。
②体調不良のため理事会、パスト会長会もある大切な例会に出

9 月 プログラム
9月7日
（2075 回）

9 月 14 日
（2076 回）
9 月 21 日
9 月 28 日
（2077 回）

席出来ないことをお詫び致します。
清水利夫会員

理事会報告
誕生祝（9 月）
クラブ協議会
クラブ定款・細則について②

本日のクラブ協議会は、意義あるものとなることを期待しています。
新井公二会員

先日、熊谷総合病院の先生より脳梗塞の初期症状があるのでムリを

外部卓話
横田透氏（熊谷桜について）

せず十分に気をつけるよう助言をいただきました。先生ありがとう

振替休会
9/22 地区大会（帝国ホテル）
（当クラブは欠席）

草薙友光子会員

大変遅くなりましたが、
剣道大会の記事が載りました。埼北読売、
スポーツ報知、埼玉新聞をお持ちしました。是非ご覧ください。

ガバナー補佐訪問

大谷の号外を持ち帰って頂ければと思います。

新井裕喜氏 （羽生 RC）

藤沢貞彦会員

９月誕生の浅井純次会員、市川富夫会員おめでとうございます。
中山康徳会員

10 月 プログラム

休みが多くて残念です。一刻も早くコロナが終わって欲しいですね。

10 月 5 日

理事会報告
誕生祝（10 月）
（2078 回）
クラブ協議会
クラブ定款・細則について③

武藤正会員

雨にも負けず出席です。
市川富夫会員

本年 76 才になりました。誕生祝ありがとうございました。

10 月 12 日 ４クラブ合同ガバナー公式訪問
（決定次第お知らせいたします。
）
（2079 回）
10 月 19 日 熊谷南 RC と合同例会
外部卓話
（2080 回）
おお里養護施設 園長

横溝

ニコニコ BOX

本日

累計

9.7

￥50,000

¥142,000

英明様

10 月 26 日 夕刻移動例会

〈次回 9/22 のプログラム〉

（2081 回）
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ガバナー補佐訪問
新井裕喜氏 （羽生 RC）
kumagaya-east-rc.com

