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世 界 へ の プ レ ゼ ン ト に な ろ う
世界陸上でボルト選手が走りましたが、陸上競技では、もっ
と一瞬のことを競っています。宇宙や地球の歴史からいう
と、ほんの一瞬です。しかし 0.01 秒を競うために大変な努
力をしています。ロータリーの活動も一瞬と言うことになり
ますが、この一年、しっかりやらなければいけないと改めて
思います。ロータリーの目的の「世界平和」や「親睦」
、
「奉
仕」など、しっかり役割を果たさなければいけないと思いま
す。
本日はリハーサルが有りますので、皆さんに頑張って頂か
なければいけないのですが「ガバナー公式訪問」が成功しま
す様、宜しくお願い致します。

第１７９５回例会式次第
開会点鐘
国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
大宮南ロータリークラブの歌
「同じクラブのロータリアン」
ロータリーの目的唱和
ターゲットの唱和・四つのテスト
お客様紹介
会長挨拶・報告
お客様ご挨拶
今月のお誕生日
幹事報告
各委員長報告
今週の事業紹介
出席報告
ニコニコＢＯＸ報告
閉会点鐘
公式訪問リハーサル (クラブ協議会)

▼お客様ご挨拶

本日は大宮南ロータリークラ
ブさんが「公式訪問」リハーサ
ルということで伺いました。よ
ろしくお願いしたいと思います。
2770 地区は12 グループござ
いまして 12 名の補佐がおりま
す。毎月ガバナー会・補佐会が
あるわけでございます。それを
受けまして第 3 グループも会
長・幹事会があります。そちらの方には龍前会長・片岡幹事に
は毎回、出席いただいております。毎回出席を頂いていること
を皆様にご報告を申し上げます。
私たちは第 3 グループに所属をしておりますが、大きな
行事といたしまして「公式訪問」そして「インターシティーミ
ーティング」がございます。
昨日「インターシティーミーティング」の会合、11 回を開
催させていただきました。片岡幹事に出席いただきました。
2770 地区は今年度も会員増強を掲げています。第三グルー
プといたしましては 25 名の増強に努めます。大宮南ロータリ
ークラブさんは純増 4 名という提示を頂きました。是非目標
に向かって、ご努力して頂きたいと思います。
来週の公式訪問では自信を持って井原ガバナーをお迎えし
て頂きたいと思います。

司会 杉村 俊明ＳＡＡ

▼お客様紹介

高橋 正雄副会長

ガバナー補佐

井上 久雄様
( さいたま欅ロータリークラブ )

▼会長挨拶・報告

ガバナー補佐 井上 久雄様

龍前 篤司会長
本日は「ガバナー公式訪問」
のリハーサルを行います。ガバ
ナー補佐にアドバイスをして頂
きます。よろしくお願いいたし
ます。
宇宙や地球が出来た時間に比
べると、いろいろな物事は非常
に短い時間のこととなります。
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▼今週の事業紹介

✿お誕生日おめでとうございます

株式会社 ＬＩＸＩＬ 松尾 賢一会員
2011 年 11 月にトステム、
ＴＯＥＸ、サンウエーブ、
新日軽、ＩＮＡＸの 5 社が合併
してできた会社です。まだ 4 年
数か月しか経っていません。
売り上げは上がりましたが、東
日本大震災ではユニットバスの
工場が被災しました。合併 2 年
目の時にタイの水害でアルミ
サッシの工場が水没しました。合併 3 年目には深谷の大雪で
キッチンの工場が壊れてしまいました。そして 4 年目には中
国の会社を買ったのですが、その会社の不正経理で大変なこ
とになってしまいました。
大変な事態が起こるたびに、お客様にはご迷惑をかけたの
ですが、社員の結束は固まりました。
いろいろな方面でスポンサーになっておりますが、今回は
錦織 圭さんのスポンサーとして力を入れていました。とこ
ろが、初戦で敗退してしまいました。
最後に、皆様の住生活でお困りのことがございましたら
ご相談ください。いろいろな視点でアドバイスができると
思います。

(右 1 人目) 藤井 フヂ子会員
(中央) 堀 奉之会員
(右 2 人目) 羽田 しげみ会員
(右 1 人目) ロイ ディパ ラニさん《10 月お誕生日》

▼米山奨学金授与

龍前 篤司会長
ロイ ディパ ラニさんに奨学金が手渡されました。

▼幹事報告

片岡 隆史 幹事
・9 月のロータリーレートは１ドル 124 円です。

▼各委員長報告
ロータリー情報委員会 柴田 覚委員長
「ロータリーの友」9 月号に当
クラブが 5 月 2 日に行いまし
た「ネパール大震災募金活動」
の記事が載っております。
「ガバナー月信」9 月号にガバ
ナー公式訪問の様子が載って
います。7 月号にはガバナー
の人となりが載っております。
また、
8 月号にはロータリーク
ラブのことが、良く分かる記事が載っていますので新しい会
員さんは、ご覧になっておくと良いと思います。

▼出席報告
会員数 40 名

出席委員会 三浦 賢一郎委員長
出席者 25 名
出席率 63％

ニコニコＢＯＸ
28,000 円
来週の井原ガバナー公式訪問に向け、このリハーサル例会に
お伺い致しました。本日は宜しくお願い致します・井上久雄様
井上ガバナー補佐、ようこそ大宮南クラブへ。来週も宜しくお
願い致します。植村さんようこそ！！佐々木さんようこ
そ！！・・・・・・・・・・・・・・・・龍前・片岡・樺沢
井上ガバナー補佐、本日はご指導宜しくお願い致します・柴田
井上ガバナー補佐、本日はご指導有難うございまし
た・・・・・・・・・・・・・高橋・福光・渋木・阪・清水
井上ガバナー補佐、ようこそお越しくださいました。来週も宜
しくお願い致します・・・・・・・・・・堀田・杉村・宗像
佐々木社長、ブルーのネクタイ決まっていますね。入会お待ち
しています・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三浦

親睦委員会
斎藤 博一委員長
・9 月の「家族親睦旅行」は沢山
の申込みありがとうございます。
まだまだ募集をしています。

植村さん、入会おめでとう・・・・・・・・・・・・・・・佐藤
来週、欠席します。誠に申し訳ありません・・・・・・・・・堀
井上ガバナー補佐、有難うございます。堀さん、藤井さん、羽田
さん、お誕生日おめでとうございます・・・・・・・・・・渋谷
井上様、リハーサル、宜しくお願い致します・・・・・・・藤井
松尾さん、ご苦労様でした。応援しています・・・・・・・山田
松尾様、貴重なお話し有難うございます。勉強させて頂きま
す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・真田
新人です。今後、本当に宜しくお願い致します・・・・・・植村
今後ともＬＩＸＩＬ宜しくお願い致します・・・・・・・・松尾
先日、大宮ＲＣ(例会)へ行って参りました・・・・・・・・斉藤
毎週、役目を与えて頂き、ありがとうございます。来週もがんば
ります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・羽田

社会奉仕委員会
大沢 守輝委員長
・
「やどかりの里バザー」の品物提供
を宜しくお願い致します。
≪バザー提供品についての説明等≫
株式会社 サッポロビール
真田 久仁彦会員
・正に本日発売の「琥珀ヱビス」
を持って参りました。
✿ただ赤いだけじゃないパッケー
ジが目印ですね。早く帰ろう！
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