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Building Communities Bridging Continents

地域を育み、大陸をつなぐ
れにしても早く終息してもらいたいと思っています。
５月 15 日の家族例会に 25 名の参加をいただきま
した。２時から東京都写真博物館とエビスビール博
物館を見学させていただきました。東京都写真博物
館は日本に一つしかなく，昭和 35，36 年頃の写真が
たくさん飾ってありました。その後旭寿司さんの本
店の恵比寿ガーデンプレイス店で会食をさせていた
だきました。この企画に当たりまして樺沢親睦委員
長，小林会員には大変お世話になりました。この場
をお借りしまして感謝申し上げます。
☆報告
・書き損じハガキの回収の事業で，25 枚ほどの切手
シートが完売し，約 20 万円集まりました。
・龍前会員からの東日本大震災の義援金 50 万円は，
パストガバナー会を通して被災地のガバナーに渡す
ことになっております。

第 1593 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
加藤喜代美氏
出席報告
ニコニコボックス報告
13：30 閉会点鐘

シュレスタ・ラジャン・クマル君
（米山記念奨学生）

会長挨拶及び報告

☆米山奨学金授与

柴田
覚会長
福島原発は 1 号機がメルトダウンということにな
りまして，今朝のニュースでも２号機３号機もメル
トダウンは間違いないのではないかというような情
報が出ております。当初は６ヶ月～９ヶ月で炉の管
理ができるのだという話でしたが，10 年サイクルで
かかるような状況だと，もっと深刻な状況になる可
能性も秘めているというようなことでございます。
オーストラリアにいる次男からすぐ私のところに
「大阪に非難しろ」と電話がかかってきまして，ア
メリカの会社の東京支社が大阪に移ったという状況
で，こちらの情報と向こうの情報はかなり隔たりが
ありました。どの情報が正しいのかわからない，出
されている数値が果たして本当に信用して良いもの
か，最近になって少し不安に感じております。いず

シュレスタ・ラジャン・クマル君

幹事報告

黒臼 秀之幹事

① 大宮開成高校インターアクトクラブの活動が
「ロータリーの友」に掲載予定。
② １月 30 日に行われたポリオ撲滅チャリティフ
ェスティバルに関するお礼とＤＶＤが届く。見た
い方は幹事まで申し出を。

◇各委員長報告◇
斉藤 博一副会長
６月 12 日（日）に会員の親睦ゴルフを企画して
おります。矢板 C.C で５組に増やして参加をお待ち
していますので，奮ってご参加ください。
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出席報告

八木嘉奈枝会長 出席率のアップ，新しい方・将来
の指導者の育成を講師の方にお願いする，委員会活
動を活発にし親睦を図っていく，５名以上の増強と
退会防止に努めていきたいと思っております。４月
に行われた地区協議会の会長部会では，次年度のス
ローガンを「ロータリーに新風を」
，２大重点目標を
＜会員増強，新世代奉仕＞に設定しております。
大沢守輝幹事 精一杯八木会長をサポートしてい
きたいと思いますので，皆様よろしくお願いいたし
ます。
高橋正雄クラブ管理運営部門委員長 クラブの問
題点・課題を見直し，中長期的な課題をピックアッ
プして連続して取り組んでいく，ということがこの
委員会であります。新たに南ＲＣとしての課題を見
つけ，同じスタンスで進んでいきます。
服部圓プログラム委員長 ロータリーの歴史など
を新しい方にわかるようなプログラムを取り入れな
がら，楽しい例会を目指して参りたいと思います。
堀奉之親睦委員長 ２度目の親睦委員長を引き受
け，できるだけ楽しい親睦にしていき，一体感のあ
る会にしていきたいと思っています。
押目重夫広報委員長 「最大の広報というのはロー
タリーの会員一人一人が広報なのだ」という服部会
員の言葉を胸にしっかり刻んで頑張ります。ご指導
をよろしくお願いします。
矢崎博会員増強・向上部門委員長 「世の中のため
に役に立つ仲間を増やそう，そして世の中を変えて
いこう」という基調講演がありました。５名以上の
増強という目標を達成できるように頑張りたいと思
います。
出野康夫会員増強委員長 6/15（水）18：00 から饗
宴で入会３年未満を主体とした勉強会を行います。
良い業種を掘り起こして５名以上に近づくように頑
張りたいと思います。
山崎光夫ロータリー情報委員長 初めてでござい
ますので勉強もさせていただこうと思っております。
矢野治奉仕プロジェクト部門委員長 ４人の委員
長とこれからじっくり話して，本当に必要な奉仕プ
ロジェクトをやっていけたらよいと思います。
斉藤博一職業奉仕委員長 （時間の関係上４人まと
めて）４人で矢野さんを支えて頑張っていきたいと
思っておりますので，よろしくお願いします。
鎌田晃地域社会奉仕委員長
樺沢二郎国際奉仕委員長
宗像英明新世代委員長
黒臼秀之次年度ＳＡＡ 一生懸命やりますので，ど
うぞよろしくお願いいたします。
青野明男ロータリー財団委員長
龍前篤司米山記念奨学委員長

大沢 守輝出席委員長

会員数 38 名 出席者数 21 名 出席率 55.26％
前回修正出席率 81.57％

小林 勇治副ＳＡＡ
本日の合計 ￥17,000
本年度の合計 ￥565,000
・日曜日の家族会たくさんの出席いただきありがと
うございました。楽しい一時をすごすことが出来ま
した。小林会員たいへんお世話になりました。ラジ
ャンさんも出席しておりますのでみなさんぜひ声を
かけてあげてください（柴田，黒臼）
・ラジャン君い
らっしゃい（宗像）
・ラジャンさんようこそ。クラブ
協ギ会宜しくお願いします（八木）
・先日の家族会楽
しかったです。小林会員ありがとうございました。
親睦委員さんお疲れ様でした（鎌田）
・先日は，恵比
寿サッポロ記念館見学たいへんお世話さまでした
（山崎）
・先日の家族会楽しかったです。小林会員お
世話になりました（佐藤）
・家族例会欠席してすみま
せんでした（押目）
・家ぞく例会小林さんいろいろあ
りがとうございました（カバサワ）
・６／１５新会員
オリエンテーションよろしく！（出野）
・次年度頑張
って下さい（服部）
・次年度よろしく（相澤）
・次年
度がんばって下さい（高橋）
・
（山口）
・お世話になり
ます（堀）
・日曜日は大勢エビスビール記念館におこ
し頂きありがとうございました（小林）
◇本日の司会者◇
樺沢 二郎副ＳＡＡ

クラブ協議会（次年度）
大沢守輝次年度幹事 本日は次年度理事・役員，次
年度各委員長の紹介，ならびに地区協議会の報告を
したいと思います。
2011－2012 年度理事・役員
会
長 理事・役員 八木嘉奈枝
副
会
長 理事・役員 相澤 和悦
副
会
長 理事・役員 阪 とし子
幹
事 理事・役員 大沢 守輝
会 長 エ レ ク ト
理事・役員 佐藤
誠
会
計 理事・役員 柴崎騏一郎
Ｓ
Ａ
Ａ 理事・役員 黒臼 秀之
直
前
会
長
理事 柴田
覚
ｸﾗﾌﾞ管理運営部門委員長
理事 高橋 正雄
会員増強・向上部門委員長
理事 矢崎
博
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長
理事 矢野
治
ロータリー財団委員長
理事 山崎 光夫
米山記念奨学委員長
理事 服部
圓
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