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大宮南ロータリークラブ週報
No.1274／第 1787 回例会（6. 30）
（2015．7. 28 発行）
会長 黒臼 秀之

創 立・昭和 53 年 6 月
例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
例会場・サンパレス
副会長 山崎 光夫・樺沢 二郎
幹事 杉村 俊明

事務所・さいたま市大宮区下町２－51－８コーポＫＥＮ406 ☎（048）645－0180 FAX（048）648－2188
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ロータリーに輝きを
んでいる人達がいます。それに気付かせてくれたのはロー
タリークラブです。
また、私よりも大先輩の方や、大沢さんのように若い方と
同等の立場で行動する場を持たせて頂けたことを幸せなこ
とだなと思っています。このような思いをした人たちが 120
年の歴史を作ってきたのだと思います。
最後に、30 年以上、事務局としてご尽力頂いた須永さんが
退職いたします。今まで有難う御ございました。時々、顔を
見せてください。それから、杉村幹事、一年間支えて下さり
有難うございました。いろいろ気遣いもして頂き感謝申し上
げます。そして本日はパスト会長の橋本さん、八木さんも出
席してくださいました。皆さんが支えてきた 37 年間の 1 ペ
ージを作ることができました。皆様に感謝申し上げます。

第１７８７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」
お客様紹介
会長挨拶・報告
お客様挨拶
幹事報告
各委員長報告
離任挨拶
出席報告
ニコニコＢＯＸ報告
閉会点鐘

▼お客様挨拶

▼お客様紹介
認定ＮＰＯ法人 さいたまユネスコ協会会長
本田 隆様
(大宮ＲＣ)
国際ロータリー第２８４０地区伊勢崎南ＲＣ
２０１５～２０１６年度 幹事
植月 公興(きみおき)様

▼会長挨拶・報告

黒臼 秀之会長

一年間大変お世話になりました。
至らない点はあったかと思います
が、やり遂げた感はあります。例会
は通常より多い 48 回行いました。
私がブラジルに行って不在の時も
参道の清掃例会をやっていただき
ました。また、いろいろな所にも参
加をさせて頂いて私にとって掛替
えの無い一年となりました。
孫も3
人になり 12 人家族となり一番幸せな時なのかなと思って
います。しかし、ブラジルやネパールに行けば貧困で苦し
1

認定ＮＰＯ法人 さいたまユネスコ協会会長
本田 隆様
✿ユネスコ協会から感謝状
を頂きました。
ユネスコ世界寺子屋運動
書き損じはがき回収キャン
ペーンに参加し、さいたま市
民の協力を得てネパールで
教育を受けられない人達の
ための校舎を建てる活動に
協力したことへの感謝状です。その他にネパールへ訪問し図
書の寄贈を行ったことへの感謝の言葉もいただきました。
その他、実績報告、ネパール地震の報告、そして、
「本年度
もご協力よろしくお願い致します。
」とのことでした。
国際ロータリー第２８４０地区伊勢崎南ＲＣ
植月 公興(きみおき)様
最終例会という貴重な例会に出席させて頂きましてあり
がとうございます。須永玉枝は私の叔母でありまして、以前
からメイキャップに伺うと約束しておりました。叔母の最後
の仕事となる例会に参加させて頂きましたことを心から嬉

しく思います。
クラブの雰囲気が物
凄くいいと思いました。
だから叔母
も３０年間やってこられたのだと
思いました。戻りましたら、大宮南
ロータリークラブさんのことを大
変素晴らしいクラブと吹聴して回
りたいと思います。
本日は有難うご
ざいました。
✿この後、バナーの交換をいたしました。

幹事報告

らは失速いたしましたが、堀田さん、
杉村さん、斉藤さんの協力で新年会、
旅行、ゴルフなどを行いました。一年
間、楽しく親睦委員長をやらせて頂き
ました。御協力有難うございました。

出席委員会 小平 啓介委員長
今年一年間、出席委員長として無事
過ごせたのかなと思います。来月から
は国際奉仕委員長及び副幹事として
精一杯頑張らせて頂きます。どうもあ
りがとうございました。

杉村 俊明幹事

・一年間有難うございました。
2015～2016 年度 片岡 隆史幹事
・龍前年度、第一例会を 7 月 7 日(火)清水園で開催いたしま
す。多くの出席をお願い致します。

委員会報告

2015～2016 年度 龍前 篤司会長

・会員増強維持部門セミナーに阪委員長と行って参りました。
スローガン「40 周年までに 50 名」と掲げて参りましたの
で宜しくお願い致します。
2015～2016 年度 斉藤 博一親睦委員長
・7 月 7 日、仲町の「鶏匠比内や」さんで親睦委員会を行な
います。

離任挨拶
クラブ管理運営部門 阪 泰彦委員長
プログラム委員会の柴田委員長さ
ん、各界のプロフェッショナルの
方々を招いて頂きました。とても勉
強になりました。ありがとうござい
ました。親睦委員会の堀委員長さ
ん、沢山の親睦会を開催して頂きま
した。クラブの融和になったと思い
ます。出席委員会の小平委員長、出
席率では苦労なさったと思います。広報委員会の根岸さ
ん、ホームページを立ち上げてくださいました。各委員会
の皆様ありがとうございました。感謝申し上げます。

広報委員会 根岸 淳一委員長
黒臼会長が一年間、アクティブに動
いてくれたため広報委員長は非常に
楽しい一年を過ごすことができまし
た。まだ、行ったことがないネパール
や台湾のことなど多くのことを知る
ことができました。香川の親睦旅行に
つきましては、山本かなえさんがリア
ルタイムに情報や写真を送って下さいました。大宮駅から、
ずっと皆さんと一緒に旅行をしている気分になりました。あ
りがとうございました。
広報というのは、これから益々重要になって行くと感じま
した。皆様の活躍している姿を幅広く世間に広めるという意
味で非常に重要な役割を担っていると思います。
次年度は羽田しげみさんが広報委員長を務めることにな
ります。とても繊細で感受性豊かで広報委員長にぴったりで
す。皆様、応援よろしくお願い致します。
一年間有難うございました。
会員増強維持部門 佐藤 誠委員長
今年度の会員増強の目標を地区に 5
名で報告していました。私は 15 名を
目指そうということで活動を始めま
した。
「会員増強向上部門」から「会員
増強維持部門」に名前が変わり、人を
増やすだけでなく維持して行くこと
が大事ということなんだろうと思います。
黒臼会長とは幼馴染で今年度はブラジルまで一緒に行き
ました。私も後半、若干疲れが出まして会員増強、目標 15 名
は達成できませんでした。龍前年度も引き続き会員増強を頑
張って頂きたいと思います。
一年間お世話になりました。ありがとうございました。

プログラム委員会 柴田 覚委員長
今年度はテーマに沿って各業界の
スペシャリストをセレクトさせて頂
きました。洋楽器、スポーツ、東洋医
学など、素晴らしい卓話を聞いて頂け
たと思います。課題は次年度のプログ
ラム委員長の清水さんに引き継ぎを
して、バトンタッチを致したいと思い
ます。一年間有難うございました。
親睦委員会 堀 奉之委員長
親睦委員会を開いたり、楽しく活発に活動して参りまして、
年末の家族会までは私のイメージ通りでした。年が明けてか
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会員増強維持委員会 藤井 フヂ子委員長
会員増強はうまく行きませんでしたが、女性会員が増え

ました。毎日忙しいのですが、楽
しくやらせていただきました。
龍前年度は副会長ということ
で何もわかりませんが、フットワ
ークだけは良くして行こうと思
っております。
皆様ありがとうございました。
宜しくお願い致します。

私は、気が利かない、感覚がず
れていると女房に言われている
ので、皆さんは龍前年度を心配し
ていただいて、皆さんでしっかり
やって行ってください。
この会の良き伝統を残し、いろ
いろな人が集まって、それぞれが、
それぞれのためになるように微
力ながら尽くして行きたいと思います。

青少年奉仕委員会 大沢 守輝委員長
つい先月まで実績が上がらず
冷や冷やしていましたが、ネパ
ールの大地震支援募金活動で挽
回することが出来ました。黒臼
会長のお蔭です。ありがとうご
ざいました。
来年度も皆さん、宜しくお願
い致します。

杉村 俊明幹事
皆様、須永さん一年間大変お世
話になりました。
黒臼会長には充実した忙しい
日々を送らせて頂きました。
毎月のように大きなイベント
がありました。最も印象に残るの
は、黒臼会長に一生見ることが出
来ないかもしれない、エベレスト
に、ヘリコプターで連れて行って頂いた時のことです。

ロータリー財団委員会 斉藤 博一委員長
財団も米山も 7 月中に目標を
クリア致しまして、公式訪問の
時にはガバナーに、全部済んで
おりますとご報告できました。
会長・幹事会では毎回、寄付につ
いて聞かれますので会長・幹事
のためにも次年度も早めに目標
額が達成できるよう、お願いを
したいなと思います。
そして、何よりも私のロータリーのお母さん、須永
さん、お疲れ様でした。

樺沢 二郎副会長
例会を欠席してしまうことも
ありましたが、次年度は会長エレ
クトとなります。資料を頂きまし
て、これから勉強するところです。
どうぞ、皆さん協力してください
ね。
山崎 光夫副会長
今、非常に雰囲気が良いです。
また、代替わりの時期に来ていま
す。一皮、二皮、剝ける時期に当
たっているということであります。
増強のほうで、入会をしても辞
めるということもあります。いか
に維持をして行くかということを
考えなくてはいけませんが仕方の
ないこともあります。悲観せず頑張ってもらいたいと
思っています。
米山、財団の寄付も引き受けて頂ければと思ってい
ます。

宗像 英明直前会長
直前会長の乾杯の仕事が無く
なりますが、今後は、米山の地区
委員のほうで頑張って参りたい
と思います。宜しくお願い致し
ます。

堀田 敏広ＳＡＡ
ＳＡＡとは何か判らないまま
に来まして少し仕事内容を変え
てしまったかなと思いますが、
今後はＳＡＡを支えさせて頂き
たいと思います。
皆様一年間ご協力有難うござ
いました。

✿女性会員から会長・幹事に花束のプレゼント

龍前 篤司会長エレクト
大宮南ＲＣは非常にあったかいクラブだなと感じ
ております。
また、何回か研修に参加している中でロータリーに
ついての勉強が足らないなあとも感じております。
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事務局 須永 玉枝様
皆様、長い間、本当にお世話になりました。今は
ただ、ただ「有難うございました」の言葉しか浮か
んできません。素晴らしい皆様に囲まれて、そして
支えて頂きながら今日まで過ごさせて頂きました。
感謝の気持ちで一杯でございます。
また、本日は私の甥が伊勢崎南ＲＣより、お世話
になりまして重ねて感謝申し上げます。
今度、私の後任になります中島さんのことも、ど
うぞ宜しくお願い致します。
最後に大宮南ＲＣの益々のご活躍と、ご健勝をご
祈念いたしまして感謝とお礼の言葉とさせて頂きま
す。３０年間、幸せでした。有難うございました。

黒臼会長、杉村幹事、一年間本当にご苦労様。事務
局の須永さん、長きに渡り、沢山の愛を頂き本当に
有難うございました。心から感謝いたします(藤井)
会長、幹事、一年間ご苦労様でした。次年度、会
長、幹事、また一味違う活動を目指しましょう(山田)
植月様、本田様、ようこそ！！黒臼会長、杉村幹
事、一年間ご苦労様でした(柴田)須永さん、30 年間
お疲れ様でした。事務局は今日で卒業ですが、今後
は一人の友人として、宜しくお願い致します(大沢)
黒臼様、杉村様、堀田様、お疲れ様でした(小平)
黒臼会長、杉村幹事、ご苦労様でした。この年度に
入会でき良かったです。次年度からも宜しくお願い
します(羽田)黒臼会長、杉村幹事、一年間有難うござ
いました。須永様、長い間有難うございました(阪)
会長・幹事ご苦労様です。事務局の須永さん、長い
間ご苦労様でした。伊勢崎南ＲＣの植月さん、よう
こそ。ユネスコの本田様ようこそ(山崎)会長、幹事
皆様、一年間有難うございました。また、須永さ
ん、長い間本当にご苦労様でした(堀)黒臼会長、杉村
幹事、皆様、一年間有難うございました。そして、
須永さん、長い間有難うございました(堀田)

✿この後、須永さんに女性会員から花束のプレ
ゼントがありました。

7 月 3 日に「イルクオーレ」で、会長による「理事
役員・理事役員奥様・事務局慰労会」が催されまし
た。

出席報告
会員数 43 名

出席委員会

小平

席者 26 名

啓介委員長

出席率 60.46％

ニコニコＢＯＸ
合計 33,000 円
本日は群馬県より参りました。叔母の最後の務めの
日にロータリアンとして立ち合いたく伺いました。
大変お世話になり有難うございました(植月様)
本田様、植月様ようこそ。会員の皆様、一年間大変
お世話になり、有難うございました。次年度、明日
より、龍前会長、片岡幹事にバトンを渡します(黒
臼、杉村)須永さん、長い間有難うございました。い
つまでも忘れません(橋本)ご無沙汰している間に最終
例会になってしまいました(八木)黒臼会長、杉村幹事
お疲れ様でした。本田様、植月様ようこそ(龍前)
黒臼会長、杉村幹事、須永様、皆様、一年間有難う
ございました(福光)会長、幹事、一年間お疲れ様でし
た。玉ちゃん、本当に永い間ご苦労様でした(斉藤)
お客様ようこそ(樺沢)黒臼会長はじめ皆様、一年間大
変有難うございました(真田)黒臼会長、杉村幹事、お
疲れ様！！(佐藤)植月様、ユネスコ会長 本田様、本
日は有難うございました。黒臼会長、一年間お疲れ
様でした。須永さん、本当に有難うございました
(三浦)関係者の皆様、大変お疲れ様でございました
(山本)黒臼会長、杉村幹事、お疲れ様でした(宗像)

皆様、一年間お疲れさまでした。
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