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大宮南ロータリークラブ週報
No.1357／第 1870 回例会（4. 18）
（2017．5. 16 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
しまうということがあるそうです。人を使うのも、やりづら
くなってきているような気がしますね。
本日はクラブ協議会です。清水会長エレクトの意気込みと
活動方針を聞かせて頂けると思います。

第１８７０回例会式次第
開会点鐘
ロータリーソング「われらの生業」
お客様紹介
会長挨拶・報告
お客様挨拶
幹事報告
委員長報告
卓話
出席報告
ニコニコ BOX 報告
閉会点鐘
≪クラブ協議会≫

▼幹事報告

小平 啓介幹事
・機関紙やどかりを回覧
いたしますので、ご覧
になりましたら、次の
テーブルに回して下さ
い。

司会 山崎 聡亮会員

▼会長挨拶・報告

▼委員長報告

樺沢 二郎会長

ロータリー情報委員会 阪 泰彦委員長
ロータリーの友 横組みの
P7 から P13 に、インターアク
トの記事があります。今のも
のと昔のものが載っておりま
すのでご覧になって下さい。
また、P14 から P18 に「女性
会員で広がる多様性」という
記事がありますので読んで欲
しいと思います。

先日は小学校のお子さ
んが現 PTA 会長に殺害
されるという痛ましい事
件がありました。同じよ
うな仕事をさせていただ
いたことがありますので
非常に腹立たしいです。
私は商売柄、御用聞き
に行くんですが、今の若
い人はネットで買うのに
慣れてしまっていて話を
しに行くと、うざったいという顔をするんですね。それをど
うやって、こちらに振り向かせるか、一年かけて振り向いて
もらうんですが、そのころには、人が代わって、また、最初
からやり直しの繰り返しです。何とかしなければいけないと
思っています。
学校の先生でも親と話をするのが嫌で家庭訪問が出来ず、
手紙を書いてポストに入れて保護者に合わずに学校に戻って

▼出席報告
会員数 41 名

出席委員会 松尾 賢一委員長
出席者数 24+1 名
出席率 60.98％

ニコニコ BOX
20,000 円
清水会長エレクト、次年度宜しくお願い致します・・
・・・・・・・・・・・・・樺沢・斉藤・福田・増井
今週、金曜日、次年度委員長様、宜しくお願い致しま
す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小平
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次年度、皆様のご支援、ご協力、お願い申し上げます・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清水
本日は、次年度のクラブ協議会です。どうぞ宜しく
お願いします・・・・・・・・・・・・・・・・福光
清水次年度の皆様、宜しくお願い致します・・・・阪
久しぶりの参加です・・・・・・・・・・・・・金杉
次年度 40 周年、皆様、宜しく・・・・・・・・佐藤
休みばかりで済みません・・・・・・・・・・・黒臼
前回、取り消しとなりましたが明後日、園遊会に招待
を受けましたので夫婦で参加して参ります・・・・堀
久しぶりの参加となります。申し訳ありません・松尾
清水次年度会長の前準備が出来上がりましたね！！
宜しくお願いします・・・・・・・・・・・・・柴田
堀さん、園遊会へのご出席、御目出とうございます・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・杉村
6 月 3 日 第２回カバサワカップを開催します。参加
宜しくお願いします・・・・・・・・・・・・・羽田
クラブ協議会での清水エレクトの話を楽しみにして
います・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宗像
貴重な時間を有難うございます。会員の皆様、どうぞ
よろしくお願いいたします・・・・・・・・・・間瀬
4 月 22 日（土）4 月 26 日（水）大宮高島 2F のセミ
ナールームでゆとりライフセミナーを開催します。新
しい自分に出会うクルーズの旅、いかがでしょうか・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川崎

・会員増強について
・RI 会長賞について
・財団、米山の寄付について
・グループ内のメークアップや合同委員会で親睦
▼2017-18 年度
佐藤 誠 40 周年実行委員長挨拶
2018 年 5 月 29 日（火）
ブリランテ武蔵野で 40
周年記念式典を開催する
ことに決定いたしました。
今年度は大まかに、記
念事業について、記念誌
について決めて行きます。
次年度になりましたら
準備委員会が実行委員会
に名前が変わりますが原則、全員に実行委員になって
頂きます。宜しくお願い致します。
▼ローターアクト設立について
2017-18 年度 青少年奉仕委員会 黒臼 秀之委員長
名称は「大宮南ロータ
ーアクトクラブ」で 18～
30 歳までの社会人が対
象で、30 歳を過ぎたら退
任となります。世界 177
か国で 29 万人くらいの
会 員がい るそうで す。
2770 地区には 10 クラブ
位、ローターアクトを応
援しているクラブがあるそうです。
・3 月に獨協大学で行われたローターアクト年次大会
について
・ローターアクト設立の意義
前大宮開成高校のインターアクト部顧問の町田先
生が、さいたまユース福祉ボランティアを設立して活
動なさっているのですが、そこに開成高校のインター
アクト部の OB、OG が 15 名以上おります。町田先生
にお骨折り頂き 40 周年式典前にローターアクトの設
立が完了するようにしたいと考えております。ご協力
宜しくお願い致します。
▼2017-18 年度 幹事報告
福光 辰洋次年度幹事
・第３グループで会
員の誕生日プレゼ
ントをセレクト制
にするという話を
進めています。
・4 月 21 日(金)に行
われる地区研修協
議会は受付９：３０、
開催１０：２０、懇
親会終了１７：３０
です。
・地区研修協議会終了後、パレスホテル２F 欅で１８：
００より委員長顔合わせ会を行います。
・5 月 16 日(火)の例会で次年度委員長に挨拶をお願い
致します。

≪クラブ協議会≫
▼次年度方針

清水

良朗会長エレクト
RI 会長の方針を基
に、それを基に作成し
た地区の方針を基に、
しっかりと、それに沿
って南クラブを運営
して参りたいと思い
ます。
・RI 会長方針につい
て
・地区方針について

・大宮南ロータリークラブの方針について
・委員長・理事長の発表
・事業計画について
・大宮南ロータリークラブ実施予定について
▼2017-18 年度
第３グループ 柴田 覚ガバナー補佐挨拶
ガ バ ナー 補 佐の 仕事
は①ガバナーを援助す
る。②クラブの効果的な
運営をする。会員増強・
維持や成果のある５大
奉仕を行う。③ロータリ
ー財団の理解 ④クラ
ブ人財の発掘と育成。地
区の役員の発掘もあり
ます。この４つを基盤に動きます。
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