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大宮南ロータリークラブ週報
No.1319／第 1832 回例会（7. 5）
（2016．7. 19 発行）
会長 樺沢 二郎

創 立・昭和 53 年 6 月
例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
例会場・サンパレス
副会長 阪 泰彦 ・ 杉村 俊明
幹事 小平 啓介

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

ROTARY SERVING HUMANITY
人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ リ ー
▼会長・幹事バッジ、シルバーリング引継ぎ
第１８３２回例会式次第
開会点鐘
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」
ターゲット唱和・四つのテスト
お客様紹介
会長・幹事バッジ、シルバーリング引継ぎ
前年度会長・幹事 記念品贈呈
前年度ターゲット旗贈呈
新会長就任挨拶・報告
入会式
今月のお誕生日
お客様ご挨拶
幹事報告
出席報告
ニコニコ BOX 報告
閉会点鐘

２０１５～２０１６年度会長 龍前 篤司会員、幹事 片岡
隆史会員から２０１６～２０１７年度会長 樺沢 二郎会員
（写真左）幹事 小平 啓介会員（写真左 2 番目）にバッ
ジとシルバーリングの引継ぎが行われました。
＊シルバーリングは当クラブ３５周年の際、本日お越しの
当時、大宮ロータリークラブ会長の中川 高志ガバナー補
佐から頂きました。ありがとうございました。

▼前年度会長・幹事 記念品贈呈
▼前年度会長 ターゲット旗贈呈
▼新会長就任挨拶・報告
樺沢

司会 大沢 守輝 SAA

▼お客様紹介

阪 泰彦副会長
中川 高志 様
櫻井 義久 様
清水 恒信 様
橋本 和久 様
星野 晃一朗 様
南 慎一郎 様
深田 将由 様
山市 泰久 様
飯窪 克己 様
中村 芳彦 様
高野 則子 様

二郎会長
今年度大宮南ロータリークラ
ブ３９代会長を仰せつかりまし
た、樺沢でございます。宜しく
お願い致します。
初例会ということで、このよ
うに大勢の方にお越し頂きまし
て、本当にありがたく思ってお
ります。ガバナー補佐 中川様、
幹事様、職業奉仕部門委員長の清水様をはじめ、第３グルー
プ会長・幹事の皆さん、本当にありがとうございます。又、
新会員の山崎さん、今日から来て頂きましてありがとうござ
います。実は先月、３４年も大宮南ロータリークラブ会員で
した山崎さんから手紙を頂きまして、すごく嬉しくて何回も
読みました.。紹介させて頂きます。
「樺沢会長エレクト様へ
あっという間に大宮南ロータリークラブ会長に就任致します

第３グループガバナー補佐
幹事
地区職業奉仕部門委員長
大宮ロータリークラブ会長
幹事
大宮中央ロータリークラブ会長
幹事
大宮シティロータリークラブ会長
幹事
さいたま欅ロータリークラブ会長
幹事
さいたま大空ロータリークラブ
特別代表 恵川 一成 様
幹事 シャレスタ・ラジャン・クマル様
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ことを心からお祝い申し上げます。樺沢さんという人柄を愛
するあまり、老婆心ながら余計なアドバイスを少しさせて頂
きます。樺沢さんなら必ず、一年間、成功できると確信して
います。
ロータリー会長の挨拶の例、演壇にたった時の最初の決まり
文句が常に一定であれば、すべりだしがスムーズに進むと思
います。例会では、あまり余計な言葉、ちょっと笑わせるジ
ョークは使用しないこと。時々、仲間からヤジの出ることが
あると思いますが、それに振り向かないでください。たとえ
ば『皆さん、こんにちは、本日はお天気も良く、さわやかな
気持ちで一週間ぶりに皆さんとお会いすることを楽しみにし
ておりました。さて、最近の新聞紙上やテレビ等でのニュー
スを聞いているといろんなことが・・・・』地区リーダーシ
ップより、会長挨拶は以下の３種の挨拶を交互にしたらいか
がでしょうか。あまりロータリーとかけ離れたことなく適当
に。①最近の世間のニュース ②ロータリークラブに於いて
地区委員会、会長幹事会の報告やロータリーの友の中から
珍しいニュース、米山財団寄付など ③自分の職業を取り巻
く情勢など、小話としてユニークなことを発表するなどがあ
ります。これらを代わる代わる取り入れたらいかがでしょ
う。
最後に自分は２０１６年７月から２０１７年６月まで完全
燃焼したという言葉を皆が待っているはずです。決して半年
位立って、後何カ月しかないなどと言葉を使ってはいけませ
ん。また、ゲストやビジターなどと言うことなく必ずお客様
と呼ぶこと。
以上、幹事と綿密な打ち合わせをしながらスタートするこ
とを楽しみにしています。山崎 光夫」こういうお手紙を
山崎さんのお父さんから頂きました。このお手紙に恥じない
ように私のできる限り力を発揮して一年間頑張って行きたい
と思っております。どうぞ皆さん、ご協力のほど宜しくお願
い致します。本日は誠に有難うございました。

溝口 泰男会員
黒臼 秀之会員
山田 周二会員

斉藤 博一会員
佐藤 誠会員
渋谷 佳孝会員
堀田 敏広会員
＊今年度も欄のお花をお届けします。

▼お客様挨拶
第３グループガバナー補佐
中川 高志 様
大宮を代表致しまして責務を全う
したいと思っています。地区とクラ
ブが円滑に、RI の考え方がクラブ
に回るように、クラブに問題があり
ましたら地区に報告し、上手にやっ
ていきたいなと考えております。

第３グループ幹事
櫻井 義久 様

地区職業奉仕部門委員長 大宮 RC 会長

清水 恒信 様

橋本 和久 様

大宮 RC 幹事

大宮中央 RC 会長

大宮中央 RC 幹事

星野 晃一朗様

南 慎一郎 様

深田 将由 様

大宮シティ RC 会長

大宮シティ RC 幹事

さいたま欅 RC 会長

山市 泰久 様

飯窪 克己 様

中村 芳彦 様

▼入 会 式
㈱山崎工務店 代表取締役社長 山崎 聡亮 様
父が先月まで大変長らくお世話に
なりましたけれども、その代わりと
して私が仲間に入れて頂くことにな
りました。家に帰ったらこういう場
で手紙を発表して頂いたことを報告
したいと思います。父に代われるわ
けはありませんけれども皆さんと一
緒にロータリアンになれるよう努力
して参りたいと思います。

§お誕生日おめでとうございます§

さいたま欅 RC 幹事

高野 則子様

さいたま大空 RC 幹事 さいたま大空 RC
シャレスタ・ラジャン 特別代表
・クマル様
恵川 一成 様

＊皆様、暖かいお言葉ありがとうございました。
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ニコニコ BOX 報告
49,000 円

▼幹事報告

小平 啓介幹事
会長の掲げる「笑顔いっぱい
明るい 南クラブ」の実践を目指
し女房役として、屋台骨となって
支えて参る所存です。明るいだけ
ではダメですので、やるときはや
る、メリハリのきいたロータリー
活動と、一年間、仕事を終えた
時、ロータリークラブに入って良
かったなあと思えるよう勉強して参りますので皆様
ご支援を賜ります様宜しくお願い申し上げます。
・今月のロータリーレートは１０２円です。
・７月１２日（火）例会にガバナー公式訪問を控え
て予行練習を行います。委員長、役職に就かれて
いる方は考えをまとめておいて下さい。
・７月１２日（火）の例会に当クラブも支援してい
る書き損じはがき回収キャンペーンの報告にユネ
スコ協会会長の本多 隆様が見えます。当クラブ
のネパール支援活動にも協力頂いております。
・本日、お越し頂いている中川 高志様におかれま
しては本日、公式訪問準備例会、公式訪問当日と
３週に渡りお越し頂きます。ご指導の程、宜しく
お願い致します。

樺沢会長、小平幹事、初例会おめでとうございます
第３グループガバナー補佐 中川 高志様
お世話になります
地区職業奉仕部門委員長 清水 恒信様
樺沢会長、小平幹事、初例会おめでとうございます
第３グループ幹事 櫻井 義久様
本日はおめでとうございます
大宮ロータリークラブ会長 橋本 和久様
初例会、おめでとうございます
大宮ロータリークラブ幹事 星野 晃一朗様
樺沢会長、小平幹事、初例会おめでとうございます
本日はお世話になります
大宮中央ロータリークラブ会長 南 慎一郎様
初例会、おめでとうございます
大宮中央ロータリークラブ幹事 深田 将由様
一年間の成長をお互い確認しましょう
大宮シティロータリークラブ会長 山市 泰久様
初例会、おめでとうございます
大宮シティロータリークラブ幹事 飯窪 克己様
本日宜しくお願い致します
さいたま欅ロータリークラブ会長 中村 芳彦様
本日は宜しくお願い致します
さいたま欅ロータリークラブ幹事 高野 則子様
初例会、おめでとうございます。さいたま大空 RC
を宜しくお願い致します
さいたま大空ロータリークラブ特別代表
恵川 一成様
初例会、おめでとうございます
さいたま大空ロータリークラブ幹事
シュレスタ・ラジャン・クマル様

◇会社の新商品紹介
サッポロビール㈱ 真田 久仁彦会員
サッポロビールマイスタ
ーという商品を持って参り
ました。エビスビールを作
っている関係者が５０人く
らい集まりまして一番贅沢
なビールを作ったらどうな
るんだろうということで商品にしたものです。お帰
りに１本お持ちください。

▼出席報告

出席委員会

長松尾

賢一委員長

会員数 38 名
出席者数 29 名
出席率 76.32％

◇本年度 SAA

大沢

守輝会員

「もう一つの引継ぎ」
前年度 SAA 杉村俊明
会員から本年度 SAA
大沢守輝会員に大宮南
RC のパソコンがバト
ンタッチされました。
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