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17
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通算 第2086回  年次総会 令和4年12月7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

１２月に入り、朝晩が寒くなってきました。体調管理は

大丈夫ですか。

まずは本日行われた理事会の報告をいたします。

理事会報告

　理事会報告にもありましたが、先日パスト会長会が

11月29日13：00から当クラブ事務局で行われました。

テーマとしては 5 項目ありましたが、当クラブの今後

についてです。このままでは当クラブの存続が難しいと

感じています。当クラブの会長ノミニーも決まっていな

い状況です。期限としては来年の 2 月までです。それ

までに会員全員で話し合いを設けて、会長ノミニーの人

選ならびに当クラブの今後について十分な討論が必要で

す。まずは話し合いの場に出席をしていただき、活発な

意見交換を行って当クラブの明るい未来を築いていきた

く思います。

例会日 出席 欠席 MU 出席率
12.7 14 7 0 66.7%

幹事報告
野澤　正春　副会長

第５グループガバナー補佐より

　第２回会長幹事会の案内

　1/20（金）18：00 ～　行田　富士見寿司　

熊谷市コミュニティづくり市民協議会より

　第４１回コミュニティ活動実行賞

　第１１回コミュニティ活動奨励賞表彰式

　　受賞者一覧表送付　　添付

〈本日 12/14 のプログラム〉
会員卓話　高橋勤二会員
インボイス制度について　
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第 6 回 理事会

1. パスト会長会報告　
　11/29　事務局にて実施　（浅井会長より）

2. 次年度会長エレクト・副幹事の件　（浅井会長より）

3. 次年度上記以外の役員・理事選出の件
　（野澤会長エレクトより）名簿添付

4. 2023-24 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

5. 寿谷光洋会員　退会の件　
   （本人より退会届提出により本日退会受理）

6. 1 月プログラムの件　　
    ( 高橋例会企画委員長 )　別紙

7.　忘年家族例会の件　　（小川親睦委員長より）
　　12/21 17:00 
       熊谷駅南口集合　中型バスにて寄居　京亭へ
8. 社会奉仕委員会より 
　　大里児童養護施設園児をぐんま子供の国へ招待の報告
      （会計報告書添付）

親睦研修委員会
小川　智　委員長 

野中弘之会員・宮川進会員　　
おめでとうございます。

収入 金額 支出 金額

地区補助金 144,945 バス代 80,300

クラブ負担 47,149 お弁当 73,700

お菓子代 32,184

飲み物代 5,910

¥192,094 ¥192,094

当日の参加人数　　　63 名

大里児童施設園児 32 ＋引率先生 12 ＋東松山 RC2+ 熊谷南

RC ９＋熊谷東 RC8

※クラブ負担金　\47,149 のうち

熊谷南 RC が折半分負担予定

例会企画委員会
高橋 勤二　委員長 

1 月 プログラム 

1 月 4 日 休会

1 月 11 日
（2089 回）

理事会報告
誕生祝（1 月）　
クラブ協議会　
後半の活動について

1 月 18 日
（2090 回）

卓話　　　
名誉会員　小島敏男氏　（予定）

1 月 25 日
（2091 回）

新年夕刻例会　　
場所・内容は親睦委員会で検討中

12 月 プログラム 

12 月 7 日
（2076 回）

理事会報告
誕生祝（12 月）　
年次総会

12 月 14 日
（2087 回）

通常例会　
会員卓話　高橋勤二会員
インボイス制度について　

12 月 21 日
（2088 回）

忘年家族移動例会　　
寄居　京亭にて

12 月 28 日　 休会

群馬こどもの国招待の収支報告
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年次総会

浅井純次会長より

本日の理事会にて、承認されました事案を発表いたします。

クラブ細則第５条１節に基づき次年度の役員・理事の選任を

行います。

◎議案１

次年度会長エレクト パスト会長会で保留となりました。　　

次年度副会長 清水利夫　会員

次年度副幹事　 パスト会長会で保留となりました。　

◎議案 2
上記以外の次年度役員・理事選出　（野澤正春 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　（野澤正春 会長エ

レクトより）

こちらも、保留事項があります。（議案 1 が決まらないため）

浅井純次会長より

（11/29 パスト会長会にて上記議題について選出者が出ませ

んでした。

　これを踏まえ、後日時間を設けて今後のクラブ運営方法ま

たは、将来のクラブについて皆様のご意見をうかがって方向

性を示したいと考えております。全会員が当事者ですので、

建設的な考えをお出しいただきたいと思います。）

　2023.2 月が最終報告期限となっております。

以上発表しました事項についてはご意見、ご異議がないよう

でしたら、可決といたします。

異議がないようですので、本日出席者賛成により、可決され

ました。

熊谷東ロータリークラブ
会長エレクト　野澤正春

記

2023 ～ 2024 年
熊谷東ロータリークラブ
役員・理事 

会　長 役 員 野澤正春
奉仕プロジェクト委員長　
兼任

副会長 役 員 石井典男

直前会長 役 員 浅井純次

会長
エレクト

役 員

幹　事 役 員 清水利夫

会　計 役 員 武藤正

会場監督 役 員 浅井純次

（正ＳＡＡ）
会報・情報委長 
青少年奉仕委員長 兼任

副幹事 理 事

理 事 小川智 親睦研修委員長

理 事 高橋勤二
例会企画委長　 
クラブ奉仕委員長　兼任

理 事 藤澤貞彦 社会奉仕委員長

理 事 野村泰豪 職業奉仕委員長

※空欄は、パスト会長会で結論が出ないため、最終報告日ま
でに選考見送り依って、理事会人数は決定次第確定する。
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ニコニコ BOX
市川 富夫　委員長 

浅井会長・野澤副会長・野村幹事

本日も宜しくお願い致します。今年もあと数日で終わりです。

皆様体調気を付けて下さい。

浅井純次会員

本日は宜しくお願い致します。寝不足の日が続いていました。

（ワールドカップの影響）

野澤正春会員

本日の例会宜しくお願いします。

野中弘之会員

誕生祝ありがとうございます。86 歳になります。最近つくづく

思うことは、高齢は本人にとっては少しも目出たいことではな

い　ということです。

宮川進会員

誕生祝ありがとうございます。八十路を一つ越えました。

心身共に元気です。今後ともよろしくお願いします。

清水利夫会員

本日のクラブ総会で、次年度の理事役員の皆様が円満に選出

されることを希望します。

石井典男会員

先日、コロナのワクチンを接種しました。コロナにかからない

ように気を付けましょう！

中山康徳会員

本年も年次総会となりました。大変な時ですが後半も宜しくお

願いいたします。

高橋勤二会員

本日もよろしくお願いします。

ニコニコ BOX 本日 累計

12.7 ￥24,000 ¥367,000

〈次回 12/21 のプログラム〉
忘年家族移動例会

草薙友光子会員

毎日テレビではサッカーが放映されていますが、興味のなかっ

た私もつい見てしまいました。スポーツはすべて感動がおこる

ものだと思いました。ブラボー！！

武藤正会員

熊谷肉汁スタンプラリーの景品が終わり「ゲットならず」です。

市川富夫会員

今日は静かに良い天気になり、日光浴をゆっくりと楽しみたい

と思います。

（ワールドカップの寝不足あり）

（ニコニコ BOX　多数の投函ありがとうございます。）


