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大宮南ロータリークラブ週報
No.1317・1318／第 1830・1831 回例会（6. 21・6. 28） 創 立・昭和 53 年 6 月
（2016．7. 19 発行）
例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
例会場・サンパレス
会長 龍前 篤司
副会長 高橋 正雄 ・ 藤井 フヂ子
幹事 片岡 隆史
事務所・さいたま市大宮区下町２－51－８コーポＫＥＮ406 ☎（048）645－0180 FAX（048）648－2188

Ｂｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ
世 界 へ の プ レ ゼ ン ト に な ろ う
が終わってしまいました。
「世界へのプレゼントにな
ろう」ということが何もで
きなかったと思います。し
かし、皆さんに協力して頂
いて、支えて頂きました。
お蔭様で何とかこの一年無
事に過ごすことができまし
た。こうして最後に多くの
人が例会に出席してくれま
した。会員増強は出来なかったんですけれども、第３グループ
の中で出席率ですとか、寄付はもちろん、国際大会の参加です
とか、募金活動とか、いろんな意味で普通の活動がしっかりで
きたのかなあと思っております。一年間本当にありがとうござ
いました。

創立記念日例会 6 月 21 日(火)

＊１８：００～ かのうやさんにて

▼幹事報告

一年間お世話になりっぱ
なしでした。各部門委員
長、委員長、会員の方に協
力して頂いたお蔭で、何と
か一年間終わることがで
き、皆様に感謝しておりま
す。
会長・幹事会で他のロー
タリークラブの方々と交流
ができたことが、とても良

第１３３１回例会式次第
開会点鐘
ロータリーソング「それでこそロータリー」
会長挨拶・報告
幹事報告
各委員長報告
離任挨拶
出席報告
ニコニコ BOX 報告
閉会点鐘

い経験になりました。

≪ 離 任 挨 拶 ≫

司会 杉村 俊明 SAA

▼会長挨拶・報告

片岡 隆史幹事

藤井 フヂ子副会長
副会長を仰せつかりまして、どの
ようなことをすればよいのか、とて
も不安になりました。お客様紹介も
とても不安で、力不足ですみません
でした。皆様、有難うございました。

龍前 篤司会長

今年度最後の例会です。皆様には本当に一年間お世話になり
ました。振り返ってみると、やろうと思っていたことがあまり
できなかったように思います。大変だろうなと思っていたんで
すけれども、時のたつのは早いもので、あっという間に一年間
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高橋 正雄副会長
副会長は会長が何かあった時に代理
を努めるわけですが、会長が例会を一
度欠席しただけでした。他は何も無か
ったので私と藤井さんは、ただ座って
いるだけでしたけれども、とてもいい
経験をさせて頂きました。

会員増強維持委員会
野本 悦子委員長
会員増強維持委員長ということを日々
忘れず過ごしました。結果、３名という
ことでしたが、新しくあたった方は３０
名ほどで、次に繋げたいと思います。今
年はとても有望な方々が入って、先に行
っても退会するような方々じゃないなと
いうことで私が１年間の活動結果の良かったところと自負して
おります。
ロータリー情報委員会
柴田 覚委員長
今年度はロータリー情報委員ですので
皆さんより早く「ロータリーの友」が送
られてきます。一押し情報を皆さんにお
伝えするため前もって読みますので、今
までで一番ロータリーを勉強した１年で
はなかったかと思います。
奉仕プロジェクト部門
堀田 敏広委員長
奉仕プロジェクト部門、沢山事業を
やらせて頂きました。
「明日、すぐに募
金活動をやるぞ」という時も何回かあ
りました。皆さんのご協力のお蔭で良
い成績が納められたと思います。
職業奉仕委員会 山田 周二委員長
地区職業奉仕部門委員長の伊藤悟様に
卓話に来ていただきました。龍前会長に
玉川のショッピングセンターに行こうと
言われて６月７日（火）に玉川高島屋見
学、崎陽軒工場見学、氷川丸見学のバス
ツアーを行いました。

クラブ管理運営部門 佐藤 誠委員長
大宮南ロータリークラブの良いとこ
ろは、一見バラバラなようですが何か
あれば、大人数が馳せ参じる纏まりの
あるクラブです。
プログラム委員会 清水 良朗委員長
第１回の外部卓話で登山家の大山さ
んをお迎えしてエベレストに登ってし
まったものですから、そこから一年間
かけて下山したという風な感じです。
無事にたどり着けたかなと思います。
親睦委員会 斉藤 博一委員長
京都旅行・ゴルフ・国際大会・高島屋
さん、崎陽軒工場見学、氷川丸見学のバ
スツアーなど沢山の方にご参加いただ
きました。また山本かなえさんには大
変お世話になりました。一年間ありが
とうございました。
出席委員会 三浦 賢一郎委員長
頭取から３年くらい頑張ってこいと
言われて、３年経ったのですが、人事
異動がありませんでした。ある役員に
どうしてか聞いたところ３年で慣れ
て、後２年だそうです。樺沢年度と清
水年度までいられそうです
広報委員会 羽田 しげみ委員長
広報委員長はやることが少ないと聞
いて受けましたら、そんなことは無
く、結果的には皆さんにご迷惑をお掛
けしたと思います。樺沢年度では親睦
委員長ですが、こちらの方が適任か
な。ご協力宜しくお願い致します。

地域社会奉仕委員会
大沢 守輝委員長
今年度は例年の活動に加えて龍前会
長のリーダーシップの元、ネパールの
地震災害、熊本地震災害の募金活動を
行いました。
国際奉仕委員会
小平 啓介委員長
一年間、世界に目を向けた奉仕という
ことを勉強させて頂きました。ネパール
の地震災害の募金でご協力頂き有難うご
ざいました。次年度は幹事として益々勉
強せねばと思います。引き続き皆様の御
協力をお願い致します。

会員増強維持部門 阪 泰彦委員長
野本委員長とパンフレットを作った
りと頑張ったのですが５名目標のとこ
ろ３名の入会だけになりました。次年
度は柴田さんの後、皆さんにロータ
リー情報をお伝えします。
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ロータリー財団委員会
堀 奉之委員長
財団の仕事を本日で退会される山崎
さんに、ほとんど取り仕切って頂きま
した。感謝しております。財団の寄付
を今までは有志の方にお願いしていま
したが、これからは社会状況も変わ
り、ロータリーを取り囲む環境も変わ
ってきます。時代に合わせ広く皆さんにご理解いただくという
ことになっていくんじゃないのかなあと感じた一年でした。
米山記念奨学部門
山崎 光夫委員長
財団と米山で、堀さんとタッグを組
んでやってきました。話が終わると２
人でお酒を飲んでいろいろお話を致し
ました。米山と財団のお金を集めると
いうことはロータリーの一番難しいこ
となんです。こういう仕事は皆さん買
って出てください。
私はロータリーに入って３５年になりますが、代替わりがあ
るとちょっとギクシャクして人が減ったことがあります。そう
すると入って間もない人が会長をするということがあり大変
でした。しかし、今は皆さん成長し安心して私も退会すること
ができると感じています。

皆様、一年間お世話になりました。ありがとうございました。
山崎さん長い間お世話になりました・・・・・・・・・・龍前
一年間お世話になりました。皆様に感謝申し上げます・ 片岡
大宮南ロータリー５年目に入会し３５年間の長きに渡り数々
の思い出を残し皆様と別れることは、とてもつらいことで
す。今後さみしく暮らしていきます。誠にありがとうござい
ます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎
会長・幹事、お疲れ様でした。山崎様、ご指導ありがとうご
ざいました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小平
龍前会長、片岡幹事、お疲れ様でした。山崎様、ご指導あり
がとうございました・・・・・・・・・・・・・・・・福光
会長・幹事、お疲れ様でした・・・・・・・・・・・・三浦
山崎さん、とても寂しいです。又、是非、顔を見せに来てく
ださい。ありがとうございました・・・・・・・・・・橋本
龍前会長、片岡幹事、大変お疲れ様でした。プログラム委員
がんばります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川崎
龍前年度、最後の例会、お疲れ様でした。今後とも宜しくお
願い致します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野本
山崎会員、長い間、お疲れ様でした・・・・・・・・・・堀
会長・幹事、一年間ご苦労様でした・・・・・・・・・樺沢
一年間お世話になりました。来年度も宜しくお願い致します
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清水
龍前会長、片岡幹事、一年間ありがとうございました・植村
龍前会長、片岡幹事はじめ皆様、一年間ご苦労様でした・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田
龍前会長、片岡幹事、一年間ありがとうございました・ 阪
龍前会長、片岡幹事、一年間お疲れ様でした・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・斉藤・佐藤・大沢・羽田・山本
龍前年度、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松尾
龍前会長、片岡幹事、ご苦労様でした。樺沢会長、小平幹事
これから宜しくお願いします・・・・・・・・・・・・黒臼
本日は早退させて頂きます。ディパさん、無事に第二子を出
産し、皆さんに会いたがっています・・・・・・・・・宗像
龍前年度、一年間ご苦労様でした。山崎さん、長い間お世話
になりました。又、例会に遊びに来てください・・・・高橋
山崎会員、長い間、本当にご苦労様でした。お勉強させて頂
きました。今度は、とちの木会で会えますね。宜しくお願い
致します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤井
龍前会長、片岡幹事、一年間ご苦労様でした。遅刻致しまし
て失礼いたしました・・・・・・・・・・・・・・・・柴田

＊山崎会員は本年度で退会されますが、次年度から山崎会員
のご子息の入会が決定しております。
杉村 俊明 SAA
堀田さんから引き継ぎまして始めは聞
いてばかりでした。
幹事から SAA になったのに、幹事の
時と同じように会員の皆様からの問い合
わせが多かったので、次年度からは小平
幹事に問い合わせましょう。
＊この後、新年度各委員長から一言ずつありました。

▼出席報告
会員数 38 名

出席委員会 三浦 賢一郎委員長
出席者数 26 名

出席率 68.41％

ニコニコ BOX
31,000 円
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