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地域を育み、大陸をつなぐ
暦＝85 歳，ロータリー暦が 20 年以上無ければならないとな
りました。3．Ｅクラブというインターネットのクラブが各地
区で２クラブ承認されました。＞
⑤パソコン導入の件ですが，
８月 17 日に説明会を開催いたし
ますので，その時に詳しくご説明させていただきます。
⑥８月 21 日にインターアクトの年次大会が行なわれます。
大
宮開成高校から 36 名出席したいと連絡が来ておりますので，
そちらの支援を行うことになりました。
⑦新会員の張さんは国際奉仕委員会に，新井さんは広報委員
会に入ることになりました。
・７月 21 日に第１回会員増強委員会が行われ，14 名の参加
があり非常に積極的なご意見をいただき，有意義な時間を持
つことができました。
・７月 24 日に新世代部門セミナーが常盤会館で行われました。
私と小林新世代委員長が出席して参りました。後日委員長よ
り報告がございます。
・７月 25 日には越谷中央市民会館でＲＬＩ研究会のパート１
が行われ，私と幹事と八木会長エレクトで参加しました。
・７月 26 日には第３グループ会長幹事会が清水園で行なわれ，
会員増強の顧問として久世パストガバナーが出席されました。
今年度井橋ガバナーより各地区にパストガバナーを配置する
ことになっておりますので，会員増強にご協力下さい。
・当クラブの泉会員が７月 27 日に入院され 29 日に手術を行
いました。昨日お見舞いに伺い以前とあまり変わらず安心い
たしました。面会はしないで欲しいというご本人の希望もあ
りますので，ご遠慮下さい。
・今年度米山奨学金に関しては，会長・幹事・泉会員にご協
力いただきました。ありがとうございました。

第 1558 回例会プログラム
12：30 開会点鐘
ロータリーソング
ビジター紹介
会長挨拶及び報告
幹事報告
各委員長報告
外部卓話
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

渡邉 誠吾様（大宮ＲＣ）

会長挨拶及び報告
柴田
覚会長
大宮の夏祭りも終わりまして，いよいよこれからお盆のお
休みということで皆さま大変お忙しいと思います。ここのと
ころ猛暑日で身体を壊している方が増えておりますし，亡く
なられている方も非常に多くなっております。是非ご自分の
体調管理には十分ご注意いただければと思います。
☆報告
・理事会より
①７月の例会プログラム
②2010－2011 年度上期予算書，
2009－2010 年度下期決算書が
承認され，会員に封書で配布されておりますので後ほどご覧
下さい。
③事務局の夏季休暇 8/16，
8/18～8/20 になっておりますので，
この間事務局はお休みになります。
④国際ＲＣから 2010 年度の規定審議会決定報告書が届いて
おり，事務局にファイルを置いておきますのでご覧になりた
い方事務局までおいで下さい。
特に大きく変わった点は，
＜1．
直前会長は役員，2．出席免除は今までは年齢＋ロータリー暦
＝85 歳以上であったものが，今年度から 65 歳＋ロータリー

幹事報告

黒臼 秀之幹事

① 地区より
・腎アイバンク検眼賛助会員登録依頼が来ている。
・ロータリーカード加入協力にご協力を。
・米山奨学部門セミナーが 8/7（土）ラフレさいたま，奉仕
プロジェクト部門セミナーが 8/28（土）ラフォーレ清水園
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で行われる。
・2010－2011 年度ライラ研修セミナーの募集が来ている。
② 決算書・予算書ができたので，お目通しを。
③ やどかりの里バザーが 10/10 に行われる。物品提供にご
協力を。
④ やどかりの里ゴルフコンペの案内が来ている。
⑤ 大宮中央ＲＣのチャリティコンサートにご協力を。
⑥ 大宮南ＲＣのＨＰに貴社のＨＰアドレスを随時アップす
ることができるので，是非お知らせを。

相澤 和悦君

八木嘉奈枝君

出席報告

大沢 守輝出席委員長

会員数 34 名 出席者数 15 名 出席率 44.12％
前回修正出席率 76.47％

◇各委員長報告◇
樺沢 二郎副ＳＡＡ
本日の合計 ￥18,000
本年度の合計 ￥112,000
・いつも大宮アルディージャへの温かいご声援ありがとうご
ざいます。
スタジアムでの移動例会をお待ちしています
（渡
邉）
・きれいな誕生日カードありがとうございまーす（八木）
・大
宮ＲＣ渡辺様ようこそ。みなさん来週の例会は休会です。８
月 17 日の御出席おまちしています（柴田，黒臼）
・渡辺代表
ようこそ（カバサワ）
・渡辺代表ようこそ。頑張れアルディー
ジャ！（溝口）
・アルディージャワタナベ代表ようこそいらっ
しゃいました
（大沢）
・渡辺代表ようこそ。
今年もぜひ残留を!!
（押目）
・お客様ようこそ（猪股）
・お客様ようこそ（斉藤）
・
お客様ようこそ（鎌田）
・お弁当！月１回位は良いもんですネ
（佐藤）
・初めてニコニコＢＯＸ書きます。宜しくお願いしま
す（新井）
・夏休みが始まり孫たちもそれぞれに元気良く活動
開始！うれしいです（阪）
・ＷＣＳでフィリピンに行って来ま
した（矢野）
・やどかりの里 40 周年チャリティゴルフの案内
をもって来ましたので宜しく（山崎）
◇本日の司会者◇
押目 重夫会員

八木嘉奈枝会長エレクト
７月 25 日に行われたＲＬＩ研修に
参加し，ディスカッション方式で６時
間行われました。ロータリーにおける
リーダーシップ，クラブを超えたロー
タリー，会員組織と会員維持，ロータ
リー財団，米山記念奨学事業，ロータ
リーの効果的な奉仕プロジェクトにつ
いて少人数で行われ，非常に勉強になりました。
矢野
治国際奉仕委員長
ＷＣＳでフィリピンに行って参りまし
た。ロータリアン９人とご婦人１人が参
加して事業の視察に行きました。第１日
目にクラブの例会に参加，夜７：30 から
始まり 2，3 時間行われ，日本の例会と違
い非常に楽しい例会でした。色々なクラ
ブを訪問しましたが，どのクラブも会員
の寄付によって例会場は土地付の建物でした。その会場を利
用して無料の診療室（お金のある人からは取る）をやってい
るところが３ヶ所，奉仕活動を非常にまじめになっており，
私たちは足元にも及ばないという感じでした。最後に女性だ
けのクラブに行き，誕生して１年ちょっとと言っておりまし
たが，識字率を向上するための専門のプロジェクトを立ち上
げて，子供の前にそのお母さんを一緒に呼び込んで教える，
という活動をしておりました。奉仕活動として行わなければ
ならないことは水であると思い当たりました。継続してやら
なければならない事業であると感じ，これからも奉仕活動を
続けなければならないと思いました。
樺沢 二郎親睦委員長
やどかりの里チャリティゴルフ大会が 9/28（火）大宮国際
C.C，参加費 5,000 円，締め切り 8/31，奮ってご参加いただ
きたいと思います。

クラブ協議会（第１回）
山崎 光夫会員増強委員長 会員増強はそれほど難しいこ
とではありませんが，その方法は色々あります。当クラブで
は宗像会員増強・向上部門委員長が５名という目標を出して
おります。過去を見てみますと，地区でも純増１名すら実行
されていないというのが現状であります。５名となると叶わ
ないのではないかと思ってしまいます。なぜ人間が増えなけ
ればならないかというと，運営する予算についてもそれなり
の予算が無ければ活動が成り立たないということになります。
事業に関しての情報を仕入れる場所としてＲＣを利用すると
考えていただければ，退会の防止になるのではないかと思い
ます。世代交代も進み，若い人中心に会員全員が結束して活
動していくことが望ましいと思います。
柴田
覚会長 大塚年度はスタート時に 2577 名だったも
のが最終的には 2522 名になっています。55 名減に，６月の
退会が 95 名でここが問題ではないかと思います。前半は 12
月が問題です。当クラブは現在新井さんが入会されて 34 名，
２名の候補があり，目標まで後２名になっております。ガバ
ナー公式訪問までには達成したいと思いますので，ご協力よ
ろしくお願いいたします。

ご 挨 拶
渡邉 誠吾様（大宮ＲＣ）
大宮アルディージャに対しまして心温まるご声援をいただ
きましてありがとうございます。これからも大宮の方々が誇
りを持って応援できる地元のチームとして自慢できるような
チームになるべくこれからも頑張って参りますので，移動例
会等でご支援いただけることをお待ち申し上げております。
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