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大宮南ロータリークラブ週報
No.1360／第 1873 回例会（5. 16）
（2016．6. 6 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
した時に、旦那さんは 80 歳でお茶を出してくれたり、動き
回ってくれまして、お二人とも、凄いなあと思いました。
私も恩師ご夫妻のように元気にロータリー活動をできれば
いいなあと思っております。

第１８７３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
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

・北沢楽天寄席の案内を
回覧しています。
・清香園さんが 5 月 20 日
（土）１７：００から BS
フジで取り上げられて
おります。
・第３・４グループのポ
リオ撲滅チャリティー
ゴルフコンペでは、
387,000 円を寄付金、大
宮南ロータリークラブと
しては 20,932 円の寄付となっております。
・4 月 1 日（土）に協賛いたしました、さいたま市スポーツ
少年団野球部会大宮 春季大会の様子を埼玉新聞に取り上
げていただきました。新聞を片岡さんが提供してください
ましたので回覧いたします。

司会 大沢 守輝 SAA

▼会長挨拶・報告

樺沢 二郎会長
テーブルの上に「大宮区役所新庁舎地固め祭参加プロジェ
クト協賛のお願い」とい
うのを置かせていただき
ました。もうすぐ市民会
館の前の土地が真っ新に
なりまして 2 日だけ開放
されて、その時に地固め
祭が開催されます。地元
の企業の方や大宮南 RC の
会員の皆さんも参加しま
す。大宮南 RC からも広告
協賛金を出したいと思い
ますので本日、理事会にかけさせていただきます。
先日、約 40 年ぶりに同窓会がありました。何人かで恩師
が川越にいるので先生に挨拶に行きました。その先生は今、
83 歳で 2～3 年前に脳梗塞で倒れ車椅子の生活をしていま
す。話も聞き取りが難しく手を動かすのも大変です。それな
のに行ったメンバーの顔も名前もちゃんと憶えているんです
ね。字を書くのも大変なのですが本を出版したんです。その
上、今、第２号を書いているところだと言うんです。お邪魔

▼委員長報告

ロータリー情報委員会 阪 泰彦委員長
≪横組みから≫
ＲＹＬＡロータリー青少
年指導者育成プログラム＜
Ｐ7～13＞ これから青少年
指導者の育成ということが
重要になって来ますので読
んでいただきたいと思いま
す。寄付金の流れ：寄付が生
かされるまで＜Ｐ22～27＞
私は次年度の財団委員長
を仰せつかっておりますの
で、私も良く読ませていただきたいと思っております。皆さ
んも読んでいただきたいと思います。
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▼出席報告
会員数 41 名

出席者数 27+1 名

を頂ければと思います。今年は僭越ながら私のお話を聞きに来て
欲しいんです。私なりの経営者としての人生観とか生き方と言っ
たものを語らせて頂いて、そういったものを、皆さんと共有して
行きたいと思っています。
※日本独特の式の美学というものを例会で行いましょう。

山崎 聡亮会員
出席率 68.29％

ニコニコ BOX
22,000 円
清水年度スタート、秒読みですね。本日は一生懸命クラブ協議
会の司会をさせていただきます・・・・・・・・・・・・樺沢
本日、理事会です。役員の皆様、宜しくお願いします・・小平
来年、どうぞ、よろしくお願いします・・・・・・・・・清水
本日はクラブ協議会、よろしくお願いします・・・・・・福光
「生涯現役」いい言葉ですね・・・・・・・・・・・・・山本
久しぶりです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・正田
宜しくお願い致します・・・・・・・・・・・・・・・・山崎
母の日、みなさん、お花を贈りましたか？・・・・・・・黒臼
次年度もがんばります！！よろしくお願いします・・・・羽田
清水先輩、お手柔らかにお願いしますね・・・・・・・・北村
プログラム委員として精一杯、取り組んでいくつもりです。
よろしくお願い申し上げます・・・・・・・・・・・・・間瀬
次年度、清水会長、福光幹事、よろしくお願いします・・・・
・・・・・・・・・・・・阪・野本・藤井・渡邉・川崎・矢野
各部門委員長、委員長の皆さん、次年度事業計画発表、ご苦労
様でした。いよいよ清水年度スタートですね・・・・・・柴田
久しぶりで、すみません・・・・・・・・・・・・・・・渋谷
次年度クラブ協議会、よろしくお願いします・・・・・・宗像
来期、清水年度は 40 周年です。みんなで、頑張りましょう・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・片岡
川崎様と共に職業奉仕委員会の活動活性化に努めて参ります
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・増井
40 周年は全員が実行委員になります。宜しく・・・・・・佐藤

▼SAA・部門委員長・委員長挨拶

クラブ管理運営部門
片岡 隆史委員長

プログラム委員会
間瀬 秀樹副委員長

植村 貴昭委員長

出席委員会
野本 悦子委員長

公共イメージ委員会
宗像 英明委員長

会員増強維持部門
杉村 俊明委員長

会員増強維持委員会
橋本 洋子委員長

R 情報委員会
柴田 覚委員長

奉仕プロジェクト部門

大沢 守輝委員長

職業奉仕委員会
川崎 幹男委員長

地域社会奉仕委員会
藤井 フヂ子委員長

国際奉仕委員会
矢野 定幸委員長

青少年奉仕委員会
黒臼 秀之委員長

R 財団委員会
阪 泰彦委員長

SAA
山崎 聡亮会員

親睦委員会

≪クラブ協議会≫
▼清水会長エレクト挨拶
先月、4 月 21 日(金)に地区研
修協議会がありました。
その後、当クラブの委員長の皆
さんに、お集まり頂いて顔見せ、
食事会をパレスホテルでやら
せて頂きました。
5 月 8 日(月)には事業をお持ち
の委員長の皆さんにお集まり
いただいて3部門合同で委員会
をさせて頂きました。事業計画
書に載せる事業計画について書き方と、その内容について簡単に
レクチャーさせて頂き特に事業の内容について RI テーマ、地区
テーマに基づいて何かしら変える計画を立てて頂きたいこと、た
だ、止めてしまうのではなくて新しく何かを作るとか、より進化
させるとか、そういった内容で事業計画を作って頂きたいのと
「変化をもたらす」という文面をどこかに必ず織り込んでいただ
きたいと、お願いを致しました。
来年は 40 周年ということで、大きな事業はすべて「40 周年記
念」という冠がつくことになります。そこを意識した事業の展開
をしていきたいと思っております。しかし、例会が基本ですので
例会には沢山の方々にお集まり頂きたいと思っています。
樺沢年
度では素晴らしいプログラムで楽しいお話を沢山、聞かせて頂き
ました。樺沢会長には引き続き委員として残って頂きアドバイス
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プログラム委員会
金杉 和秋委員長
が都合により欠席
いたしましたが素
晴らしいクラブ協

米山記念奨学委員会
渋谷 佳孝委員長

40 周年実行委員会

佐藤 誠委員長

議会となりました。

