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大宮南ロータリークラブ週報
№ １ ２ １ ２ /第 １ ６ ９ ２ 回 例 会 （ ６ /１ １ ）

創 立 ：昭和５３年６月
例会日 : 毎週火曜日

（２０１3.・６/１８発行）

1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 30
会 場 ：サンパレス
会長
佐藤
誠
副会長
柴田 覚 ： 山崎 光夫
幹事
押目繁夫
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奉 仕 を通 じて平 和 を

第１６９２回例会

≪新入会員入会式≫

開会点鐘

氏名：根岸 淳一
入会年月日 ：平成 25 年６月１１日

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

事業名 ：(株)総合プランニング
推薦者 ：斉藤会員・佐藤会員

≪お客様紹介≫

副会長

柴田 覚

認定ＮＰＯ法人さいたまユネスコ協会会長

本田 隆 様

≪お客様挨拶≫
認定ＮＰＯ法人さいたまユネスコ協会会長

本多 隆様

≪会長挨拶・報告≫
会長

佐藤 誠

皆様こんにちは、本日の例会
は、離任挨拶ということで私
はこの冒頭の挨拶で併せて離
任の挨拶とさせていただきた
いと思います。昨年の７月３
日に今年度の第１回例会がス
タートしまして、今日そして来週の夜間例会で今年度はす
べて終了いたします。今年度の目標として掲げたのは例会
の充実、それによって出席率を向上させ退会者の防止をして
会員増強を図るということでしたが、例会の充実の関しては
樺沢プログラム委員長が毎回いろんな方を呼んでいただき
中身の濃い例会ができたと思います。ただ残念なことに退会
の防止につきましては、４名の退会者があり、今日の例会で
根岸会員の入会で純増６名ということになりました。
今年度は 35 周年も皆様のご協力で無事に終わり、ネパー
ルへも行かせていただき、現地での学校支援ができました。
また、スカイツリー見学、堀会員のおほねおりで国際宝飾展
などにも出席できました。そして本年度は斉藤会員がガバナ
ナー補佐ということで、当クラブがＩМのスポンサーとして
皆様のご協力で成功いたしました。１年間を思い出しても、
とても中身の濃い１年間だったと感じています。私個人とし
ては、７月に 50 歳になりますが、ワンイヤールールというあ
りがたいルールのおかげで、この後のロータリーライフを楽
しませていただきたいと思っています。１年間ありがとうご
ざいました。

皆様こんにちは、さいたまユネスコ協会会長の本田です。
日頃はユネスコ活動に大変深いご理解・ご協力を賜りまし
て誠にありがとうございます。本年度は、特にネパールへ
斉藤ガバナー補佐・佐藤会長はじめ６名の方々に来ていた
だきまして本当にありがとうございました。現地では、図
書・文房具の寄贈だけにとどまらず図書の基金まで創設し
ていただきまして、現地の学校職員、生徒もとても喜んで
おりました。あらためて感謝申し上げます。
さて、本日は恒例になりましたユネスコ世界寺子屋運動
書き損じハガキ回収キャンペーンの本年度の実績報告と次
年度の協力のお願いに参りました。
大宮南ロータリークラブの回収実績
担当自治会数 38
大宮区南部地区会

184‚000 円

見沼区片柳地区会

158‚320 円

合計

342‚320 円
2011-2012 年度の寄付金の使途につ
きましては、ネパールの新校舎の
建設支援活動に使わせて頂きます。
チャンドルダヤ初等中学校４教室の
新校舎建設

（さいたまユネスコ協会会長 本多会長から大宮南ＲＣへ感謝状贈呈）

・ガバナー公式訪問８月６日(火) 清水園
・クラブ協議会を７月 30 日に開催、ガバナー補佐

書き損じハガキの活動に感謝！

表敬訪問
長年の書き損じハガキのご尽力
に感謝して、大宮南ＲＣから、

≪新入会員ご紹介・挨拶≫

お礼を差し上げます
斉藤会員からご紹介

橋本昭司会員・山崎光夫会員

「私のいとこでもあります根岸さんが

誠にありがとうございます！

やっと入会していただくことになり、
喜んでいます。」

≪幹事報告≫

幹事

押目 重夫

・清水市長から再選にあたり挨拶
「根岸と申します。

文がありました。
「これからも皆様からしあわせを

よろしくお願いいたします。」

実感できる都市に選ばれること
を目指して全力を尽くします」
清水勇人
１年間つたない幹事で佐藤会長には、歯がゆい思いをさせて

≪離任挨拶≫
親睦委員長

片岡 隆史

ばかりだったと力不足を感じ申し訳なかったと思っていま

皆様のご協力で１年間終わること

す。会員の皆様にも１年間支えていただきまして本当に感

ができました。誠にありがとうご

謝申し上げお礼を申し上げます。佐藤会長もおっしゃって
ましたが、幹事というのは１年立ってどんなものかわかると
その通りで今頃になってようやく幹事とはこのようなもの
なんだとわかりました。この経験を生かして次年度はＳＡ
Ａで黒子になりきって宗像体制を全力で支えていきたいと
思います。本当に１年間ありがとうございました。

≪各委員長報告≫

ざいました。次年度もよろしくお
願いいたします。

副会長

山崎 光夫

とても中身の濃い１年間だった
と思います。ありがとうござい
ました。

堀田 敏広会員

理事会報告
・ガバナー、ガバナー補佐、地区
役員の例会出席時の登録料はい
ただかないこと。また卓話講師

副会長

柴田 覚

副会長と地区ブライダル委員と
二足のわらじでやってまいりま
した。次年度もよろしくお願い
いたします。

で地区役員をおよびした時もい
ただかない。その代りクラブ会長・幹事の表敬訪問時には

会員増強委員長

宗像 英明

登録料いただきます。

増強の方は、会長・幹事にお力で

・次年度のＩМは平成２６年２月２６日(水)開催

人数が増えていきました。次年度

２０１３年規定審議会決定事項

もがんばります！

・クラブ幹事を理事会メンバーにする。
・元会員が２回目に同じクラブに再入会する場合は、入会
金は免除する。
・会員が直接関与する慶弔の場合、また悪性のインフルエ
ンザ等の場合、出席率から除外する。
・次年度から地区協議会を地区研修協議会と名称を移行す
る。
・新世代奉仕から青少年奉仕に変更する。
その他
・地区の協会の変更する権限ということで秋田・青森地区
最低会員数を 1200 人から 1100 人に変更する。

直前会長

八木 嘉奈枝

前年度の会長職が終わり緊張感が
なくなったまま１年間終わってし
まいました。次年度もよろしくお
願いいたします。

クラブ管理運営部門委員長 堀 泰之
本年度は、国際宝飾展に皆様が出
席できましたことがとてもよい思
い出なりました。ありがとうござ
いました。

・2015-2016 年のガバナーノミニーが決定。与野の井原さ
んという方。
・浦和の女性会員の「さいたまゆずＲＣ」６/１７にチャタ
―ナイト。

会員増強・向上部門委員長 高橋 正雄
会長の努力で純増６名を達成でき
まして、委員長としては満足でご
ざいます。ありがとうございました。

≪出席報告≫
会員数４０名

堀田 敏広会員

出席者数２０名

出席率５０％

本日の合計 ￥２１０００
根岸様、ご入会おめでとうございます(斉藤・橋本
高橋・大沢) 本多さんようこそ。佐藤年度会長、
幹事をはじめ役員の皆さんご苦労様でした。根岸
さん入会おめでとうございます(山崎) 本多さんよ
うこそ。ユネスコ世界寺子屋運動のご報告ありがと
うございました(柴田・宗像) 佐藤会長・押目幹事
１年間ご苦労様でした(龍前・阪・黒臼・福地・杉村
堀田・清水) 本多様ようこそ。福地様、大好物をご
ちそう様です(八木) 福地さん、いつもありがとうご
ざいます(高橋) 本多様ようこそ、ネパールではお世
話になりました。次年度は宗像・堀田がネパールに
伺います(佐藤) 本多様、本日はようこそお越し下さ
いました。根岸会員入会おめでとうございます。会
員の皆様、力不足の幹事でしたが、1 年間お支えいた
だき本当にありがとうございました(押目) 来月より
お世話になりますので、何分にもよろしくお願いい
たします(根岸)
本日の司会 ： 杉村 俊明会員

第１６９３回例会
染谷菖蒲園見学・夜間例会
６月１８日(火) 魚火料理「ととまる」

18:00 点鐘

