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No.1120／第 1572，1573 回例会
創 立・昭和 53 年 6 月
（11.30，12.8）
（2010．12．14 発行） 例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
会 場・サンパレス
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Building Communities Bridging Continents

地域を育み、大陸をつなぐ
ふるさとカップ」というバスケット大会を大宮南中
学校で開催いたしました。約 120 名の青少年（中学
～大学）に集まっていただきまして交流会を行い，
継続事業として進めて行ければ良いと思います。
大宮開成高校のインターアクトが色々なところで
活動しておりまして，それに伴いまして襷を寄贈し
て，私どものクラブと大宮開成のネームの入った襷
をして，活動を多くの人に知っていただこうと，50
の襷を作る計画をしておりまして，それを了承して
いただきました。
押目会員から新会員のご推薦がありまして，理事
会で満場一致で承認いただきました。12 月から１名
増加となります。当初の目標が５名でございました
ので後１名の目標でございます。本日ロータリーの
小雑誌が届いており，ＲＣの内容が詳しく出ており
ます。他の方に広報する場合は受付にございますの
でお持ち帰り下さい。
11 月 27 日に白菊苑で誕生会がございました。出
野会員，阪会員，それに事務局の須永さんの３名で
慰問という形で行って参りました。出野会員が手品
を披露し，阪会員はクッキーなどの差し入れがござ
いまして，非常に喜ばれました。以前から肘掛の椅
子をプレゼントして欲しいということでしたので，
私の方で４脚寄付させていただきました。
11 月 26～28 日に台湾の永和ＲＣに表敬訪問をし
て参りました。26 日は胡弓の博物館，日本でいう靖
国神社のようなところに行き，翌日は台北の金山の
あったところで散策を行い，６時から歓迎会に出席
いたしました。
八木エレクトの年に創立 35 周年記念
がございますので，是非今回行かれなかった方は参
加されると良いと思います。友好を深めると同時に
食という部分で楽しい旅行でございました。こうい

第 1574 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
クラブ年次総会
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

会長挨拶及び報告
柴田
覚会長
11 月も今日で終わり，明日からは師走ということ
で，なんかこの１年非常に短く私は感じました。
11 月 16 日に理事役員会がございました。12 月の
プログラム，忘年家族会の内容の説明，次次年度の
会長ノミニーの推薦並びに次年度の理事役員の承認
がありました。詳しくは 12 月 14 日のクラブ年次総
会においてご説明したいと思います。
１月 30 日のポ
リオチャリティチケットが 13 枚ほど残っておりま
すが，
忘年家族会でご協力いただきたいと思います。
今年の規定審議会でクラブ細則などが変更になり
ますので，それに伴いまして当クラブのクラブ定款
並びに細則の改正のプロジェクトチームを作るとい
うことで，出野会員にリーダーとして編成をお願い
するための人選をさせていただきました。
11 月 21 日に新地区補助金を活用して「さいたま
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う企画は今後国際奉仕委員会からあると思いますの
で，是非参加していただきたいと思います。

幹事報告

埼玉県でやっていることを青森県で発表して参り
ました。題名は「創意工夫で育てた洋蘭経営」とい
うことで，さいたま市はこんなところだということ
から皮切りにお話してきました。
皇太子行啓の件では色々な方のご協力をいただき，
本当に良い町に住んでいると改めて感じました。説
明を行う為に，夜中 12 時過ぎまで，また３時４時に
起きて練習をしておりました。一人の皇太子を招く
ことがこんなに大変なのだということを経験させて
いただきました。

黒臼 秀之幹事

① 地区より
・ポリオ撲滅チャリティフェスティバルのチケット
の購入にご協力を。
・インターアクト韓国派遣生は 49 名，韓国訪日団学
生 50 名と引率教師４名が1/8(土)～1/13(木)来日。
大宮開成高校から３名派遣するので受け入れも３
名の予定。
② 11/21(日)さいたまふるさとカップが行われる。
③ 11/27(土)白菊苑フェスティバルが行われる。
④ 11/26～28 に永和ＲＣ表敬訪問へ。
⑤ ハートフルゆめ祭り参加者募集チラシ配布のお
願いが来ている。

出席報告

大沢 守輝出席委員長

会員数 36 名 出席者数 18 名 出席率 50.00％
前回修正出席率 83.33％

溝口 泰男ＳＡＡ
本日の合計 ￥16,000
本年度の合計 ￥304,000
・２週間ぶりの例会，みなさん，ご出席ご苦労様で
す。来週 12 月８日家族例会，ご出席ご協力よろしく
お願いします（柴田，黒臼）
・樺沢様スピーチありが
とうございました。黒臼様卓話ありがとうございま
した（八木）
・黒臼幹事卓話をありがとうございます
（溝口）
・卓話有難度うございました（堀）
・黒臼さ
ん卓話有難うございました（山崎）
・黒臼幹事本日講
和楽しみにしています（龍前）
・カバサワさん会員ス
ピーチ，黒臼さん卓話ありがとうございました（押
目）
・阪さん，
須永さん白菊苑はご苦労様でした。
又，
阪さんお写真ありがとう！（出野）
・
「さいたまふる
さとカップ」ご協力ありがとうございました（佐
藤）
・出野様手品を見に行けなくてすみませんでした
（カバサワ）
・台湾行って来ました（矢野）
・台湾で
はお世話になりました（鎌田）
・ニイハオ，シェシェ
（斉藤）
・白菊苑訪問出野さん須永さん協力ありがと
う。
欅も紅葉も今年はとてもきれいに色付きました。
庭清掃が大変です。会員の皆様アルピーノ村ご利用
ありがとうございます。タオル・カレンダーもよろ
しくお願いします
（阪）
・所用の為早退いたします
（橋
本）
◇本日の司会者◇
溝口 泰男ＳＡＡ

◇ロータリー財団より感謝状
相澤 和悦直前会長

◇各委員長報告◇
樺沢 二郎親睦委員長
いよいよ来週アルピーノさんで忘年家族会が行な
われます。一人 3,000 円位のオークション用の品物
を持参していただき，
集合時間は 17：30 となります。
佐藤
誠奉仕プロジェクト部門委員長
11 月 21 日（日）に「さいたまふるさとカップ」
と称しまして，新地区補助金を利用する青少年を中
心とした地域イベントを開催いたしました。皆様ご
協力ありがとうございました。

樺沢 二郎会員
小さい頃からやんちゃで南幼稚園に通っている頃
から悪い友達とつるんでおりました。南小学校でも
駄菓子屋でいたずらをして校長室で叱られ，南中学
校でもグレードを増し，何とか大宮西高校には入学
できました。高３の時に無期停学になり就職するこ
とになり，現在の道につながっています。

黒臼 秀之幹事
農産物というのは天候に左右されるもので，非常
に難しいのですがそれが理由となって個別補償制度
とか色々な補助をいただいたりしております。農業
は商工業から比べたら優遇されているように思われ
ているかもしれません。

忘年家族会
平成 22 年 12 月８日（水）アルピーノ
18：00 点鐘
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