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大 宮 南 ロータリークラブ週 報

№１２１５／第 １６９５回 例 会 （７/９）

会長 宗像英明

創 立 ：昭 和 ５３年 ６月

例 会 日 ：毎 週 火 曜 日 12:30～13:30
会 譲 ：サンパレス

副 会 長 八 木 嘉 奈 枝 ・柴 田 覚

事 務 局 ：さいたま市 大 宮 区 ２－５１－８コーポＫＥＮ４０６

048-645-0180

幹事 堀田敏広
FAX048-648-2188

“Ｅｎｇａｇａ Ｒｏｔａｒｒｙ Ｃｈａｎｇｅ Ｌｉｖｅｓ”
ロータリーを実 践 し みんなに豊 かな人 生 を

第１６９５回例会
開会点鐘
ロータリーソング

「それでこそロータリー」

≪お客様ご紹介≫
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≪会長挨拶・報告≫

会長

宗像

覚
英美様
一弘様
耕司様
雄一様
広光様
忠様
克悦様

英明

皆様こんにちは、まずはガバ
ナー補佐濱野様そしてガバナ
ー補佐幹事の蓜島様、おいで
いただきありがとうございま
す。また大宮ＲＣ会長飯野様
副会長岩瀬様、大宮中央ＲＣ
会長熊木様、幹事飯野様、大
宮南東ＲＣ会長清水様、ようこそ大宮南ＲＣへ、先週各ク
ラブの初例会におじゃまいたしまして、ちがった例会のあ
り方を私自身初体験をいたしましてとても勉強になりま
した。１年間どうぞよろしくお願いいたします。
わたくしなぜロータリーは夏に始まるのか？とても疑
問に思いネットなどで調べましたら、昔は８月に国際大会
が開催されていたそうですが、６月末を会計年度とすると
いうことで、７月始まりと聞いております。６月といいま
すと、株主総会も集中する時期で、これは総会屋対策だと
言われ大企業ひとつに集中させて総会やると総会屋の妨
害をにくいので同じ日にやることになりました。実はその
総会屋は、三百台言と言われていた弁護士のはしりがやっ
ていたと言われます。今でこそ総会屋対策として弁護士は
企業を守るほうで活躍していますが、出だしは政治家の書
生だった人が食いぶちに困り始めてのは弁護士の始めだ
と言われています。

さて今年度は、委員会を開催して下さい、という
ことで、早速明日７月１０日に増強部門の委員会が
あります。新入会員の関する情報をお持ちの方、会
員増強のためのアイディアをお持ちの方はぜひご出
席下さい。よろしくお願いいたします。

≪お客様ご挨拶≫
国際ロータリー２７７０地区第３グループ
ガバナー補佐
濱野 英美

様

皆様こんにちは、ガバナー
補佐の濱野でございます。
本日は、幹事の蓜島とまい
りました。どうぞ１年間よ
ろしくお願いいたします。
以前の足利銀行での例会には、伺ったことがありま
したが、当時は大宮シティができた頃で、大宮南を
目標にがんばろう！と思ったことが、つい昨日のよ
うに思い出されます。今日ひさしぶりに出席させて
いただき、世代交代がとてもうまくいっているよう
に感じました。また斉藤直前ガバナー補佐には本当
に１年間お世話になりましてありがとうございまし
た。何といっても前年度の新入会員増強に関しては
１２グループの中で４６名とだんとつ１位で本当に
すばらしい成績でございます。わたくしガバナー補
佐として皆様にお約束したいことがございます。ま
ず、斉藤直前ガバナー補佐が会員増強を大成功に導
いてくれたことを継続すること、そして世代交代が
うまくされて元気で活力のあるクラブを作り上げて
てゆくこと、そしてそのお手伝いをしていきたいと
思っております。この１年間皆様のご指導いただき
ながら頑張りたいと思いますので１年間よろしくお
願いいたします。
大宮ロータリークラブ

会長

飯野

耕司様

皆様こんにちは、大宮ロー
タリークラブ会長の飯野で
ございます。本日は副会長
岩瀬とまいりました。
濱野ガバナー補佐から増強

のお話しがありましたが、常に１００名の増強と思って
いれば、本当になると思い込んでがんばっております。
この１年間、大宮南ＲＣの皆様とぜひ懇親を深めていき
たいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
大宮中央ロータリークラブ

会長

熊木

広報委員長 大沢 守輝
大宮南ＲＣのホームページや
地区のホームページの活用な
ど、クラブ内部への周知活動も
していきたい

広光様

皆様こんにちは、本日は宗像
会長・堀田幹事はじめ大宮南
ＲＣの皆様にご挨拶にまい
りました。大宮中央ローラリ
ークラブの第２８代目会長の
熊木と幹事の飯野でござい
ます。昨年我がクラブも４１名に会員が減りましたが斉
藤直前ガバナー補佐のおかげで５名の増強ができ今年度
４６名でスタートできました。あと２年で３０周年なの
で、その時には６０名になるように私の代で５０名で引
き継げればと考えています。それには皆様のお力添えを
いただくことになると思いますので何卒ご指導のほどよ
ろしくお願いいたします。
大宮南東ロータリークラブ

会長

清水

会員増強・向上部門委員長
斉藤 博一
今年度も前年度と同じ位の増強
をして４０周年までには５０名
を目指して増強を計画してい
ます。
ロータリー情報委員長
山崎 光夫
第１例会に「ロータリーの友」を
配り見てもらい、ロータリーに
関しての情報を提供したい

克悦様

職業奉仕委員長 阪 康彦
年２回の企業などへの見学
第１回目は日本銀行見学
第２回目は２～３月予定

皆様こんにちは、大宮南東
ロ
―タリークラブの第２４代
会長の清水でございます。
いつも、大宮南ＲＣさまに
は

地域社会奉仕委員長
堀 泰之
やどかり里バザーへの協力
白菊園へのタオル寄贈
書き損じハガキの回収等
自分たちでできる奉仕活動実践

お世話になっております。
先ほどから、会員増強のお話しがでておりますが、我々に関
しては百何十種類という
職業がある中、まだ１０種類を越えてところでございま
す。そう考えると身近な所で会員増強のお話しができる
タイミングを持っているかなと思います。今年１年間ど
うぞよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員長
隆前 篤司
ロータリーの一員として国際ロ
―タリーに組織としての役割
を果たせるためにはまず寄付
を続けることです。今後財団
で何をしているかなども伝え
ていきたいと思います。

≪幹事報告≫

幹事 堀田 敏広
・岩槻東ＲＣの田中様からのお便り
・会員手帳元データーの修正願い（回覧）
例会スケジュール
・７/10 増強委員会(比内や)１８：００～
・７/16 夜間例会（百花呂）１８：００～（理事会 17:00）
・７/30 アルピーノ 12:30～ ガバナー補佐同席、
クラブ協議会
・８/６ ガバナー公式訪問 清水園にて

米山記念奨学委員長
橋本 昭司(代理 堀田)
寄付金の目標達成
米山月間に卓話の実施

≪各部門・各委員長事業計画発表≫
クラブ運営部門委員長 樺沢二郎
出席は常に 95%を目標に、広報
は会員地域社会に皆様にＲＣの
存在・活動を知っていただくこ
と（事業計画書参照）

≪出席報告≫
会員数３９名

出席副委員長

出席者数２６名

柴崎

騏一郎

出席率 66.6%

本日の合計 ￥４１０００
親睦委員長
杉村 敏明
大宮南ＲＣらしい「心の親睦を
認識し会員の家族、他のクラブ
との親睦を深め「親睦と奉仕」
を追求していきたい

１年間お世話になります。よろしくお願いします(濱野)
斉藤直前Ｇ補佐様、黒臼グループ幹事様、昨年度はお世
話になりました。本年度もよろしくお願いいたします。
(蓜島) 宗像会長・堀田幹事、本日はおめでとうござい
ます（飯野・岩瀬）宗像会長・堀田幹事はじめ大宮南

ＲＣの皆様１年間よろしくお願いいたします(熊木・飯
野）本日はお世話になります。１年間第３グループを
盛り上げましょう(清水) 濱野ガバナー補佐はじめお客
様ようこそ（出野・橋本・ 山崎・矢崎・堀・柴崎・八
木・斉藤・佐藤・黒臼・柴田・樺沢・阪・宗像・堀田・
小平）酷暑の中、各会長、幹事様ようこそおいでくださ
いました（杉村）夏の風物詩、全国高校野球選手権埼玉
大会が明日開幕します(押目) お誕生日祝いいただいて
ありがとうございました（佐藤）暑い日々が続きますね
皆様、お身体をご自愛下さい(渋谷・龍前) 梅雨が明け
たと思ったらすでに熱中症患者が増えているようです。
皆さんこまめに水分補給をして下さい。(張)

本日の司会

：

押目

重夫

第１６９６回例会
夜間例会 （前年度会長・幹事慰労会）
７月１６日 百花炉にて 18:00 点鐘

