会長：夢川善裕

幹事：服部智也

例会日：木曜日 12:30～13:3０（夜間例会 18:00～） 例会場：三高サロン
事務局：〒346-0003 久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F

会長挨拶：夢川 会長
本年度、三高

ました。

サロンで行なう

交換留学生、ロバートのホストクラブ、シトラリのカウンセ

最後の会長あ

ラー、米山奨学生、雷さん葉くんの受入れ、フィリピンへの

いさつです。

国際貢献もすべて行ない、野辺地クラブとの青少年交換

まだ６月２

では２４人の子ども達と青森におとずれて私も良い経験

７日の最終例

をさせてもらいましたし、地区補助金を使って久喜市教育

会が残っており

委員会に助細動器ＡＥＤのトレーニングキットを２台寄

ますが、何とか１年間やって来られたという気持ちです。昨

贈することが出来ました。ロータリークラブは地区やその他で

年の３月から６月まではとても忙しく、日程調整・時間調

色々な事業があり、会長は大変だなぁと思うところもありま

整など仕事とクラブの両立が大変で大丈夫かと思うところ

したが、良い経験をさせてもらったと思っています。

もありましたが、
大塚次年度の体制が決まり、クラブ協議会を経て残り
わずかなった今、いままでの例会をふりかえって、やって良か
ったかなと思っています。
会長になる前は、私も例会は出たり出なかったりで、出
席率には貢献していませんでした。昨年度中山会長が出

これもひとえに久喜クラブの会員皆様のご協力があってこ
そ、と感謝申し上げます。
最終例会は、今月の２７日６時から田口屋さんです。
本年度締めの例会を皆さんで楽しく行ないたいと思います
ので、どうぞよろしくお願い致します。
チャーターメンバーの高木容先生、田口さん、毎回出席

席率８０％を１０回達成させると言われていましたので、

率を発表してくれる委員長の飯島さん、自分が幹事の時

初めての例会の時に８０％をクリアできたのがとてもうれし

に会長でお世話になった林さん、青少年事業でいろいろと

かったことを覚えております。

教えて頂いた進藤さん、確定申告で忙しいときも会長の

私の様な若輩者の会長でみんながついて来てくれるの

時にお世話になったからと毎回出て来て頂いた倉持さん、

かとても不安でしたが、出席率は８０を超えるか、越えな

１年間の例会を組み立てて頂いた中山さん、ＳＡＡの

くても８０に限りなく近い数字が出ていて、本当に出席し

横山さん、木村さん米山の寄付金を募っていただいた尾

て頂いたメンバーの皆様に感謝です。

崎さん、会計の伴さんすべての会員の皆様に感謝申し上

特に幸手で行なわれたＩＭに第七グループで一番多く
のメンバーが来てくれて感激し、思わず久喜クラブの皆さん
立ってくださいと挨拶したことを覚えています。
毎年、新会員の入会目標がガバナー補佐から示されま
すが、５名の目標を半期で達成できました。

げます。
そしてなによりも女房役で頑張っていただいた服部幹事
ありがとうございました。
この後、鈴木研修委員
長の最後の研修の時間が

財団、米山奨学生の寄付額も年度中に達成し、また

ありますが、よろしくお願い

今年度初めて中川ガバナーの号令の元、マイロータリーの

致します。みなさま一年間

登録１００％も赤沼事務局さんのお骨折りで達成でき

ありがとうございました。
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米山奨学生

米山記念奨学寄付

葉 翰霖さん （台湾） 日本工業大学 修士2年
皆様、こんにちは！近況をご報告させていただき
ます。先週から、修士の研究は実験の結果を
出しました。会社から提供された焼き入水は
UFB発生装置を循環させ、実験をやってみまし
た。焼入れた試験片の硬さが向上することが確
認できました。そして、砥粒学会準備のため、データの整理をしています。
また、修士の研究として、就職活動も続けています。会社さんの説明会も参

高橋徳雄 会員

加して、頑張っております。

卓 話
研修委員会 鈴木弘道 委員長

～ニコニコBOX（スマイルBOX）について～

例会場で会員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱です。ロータリーの規定ではどこにもかかれて
いません。が、どこのクラブに行っても入口受付のデスクにあります。
ビジターフィーは、クラブによって異なります。基本的には、食事代と考えるといいと思います。概ね
2,000円前後でしょう。クラブによっては食事に3段階あるクラブもあります。また会場の場所にもより
ます。例えば東京ロータリークラブのように帝国ホテルが会場のような場合です。分からない時は、事
務局に聞くことをお奨めします。
ニコニコですが、クラブの第2の資金源ですので、どこのクラブでもいかにして多くの寄付金を集めるか工夫しています。そのあまり自由
意思のはずが半ば強制に近くなっているところがあります。その入れるときの気持ち、目的をメモに書きます。大体がよかったこと、お祝い
ごとが多いですね。代表例が、子供がうまれた、優勝した、表彰された、開店した、大口受注した、何でもいいから嬉しいこと、おめでた
いことがあったらニコニコBOXに気持ちを入れることです。私は、年間3万円を目安にニコニコBOXに入れるようにと先輩から言われまし
た。

幹事報告

服部幹事

ロータリーレート

6 月 1 ドル＝110 円

【例 会 のご案 内 】
月

6

日

例 会

20（木）

休 会

27（木）

卓 話

親睦ゴルフコンペ 鴻巣 C.C.
最終例会 菖蒲・田口屋 18 時～ 送迎バス＝久喜駅 au 前 17 時⇒あやめ会館 17 時 30 分

【今後の予定・その他】
月

日
12（水） 第７グループ次年度会長・ 幹事会
15（土） 米山記念奨学生バス旅行 葉さん
16（日） 派遣学生・来日学生 最終オリエンテーション＆フェアウェルパーティー

6

20（木） 第７グループ 会長・ 幹事会
23（日） 第７グループ合同来日留学生送別会
24（月） 地区チーム・会長・幹事 打上げ大会
25（火） シトラリ 帰国
29（土） ロバート 帰国
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スマイル報告

SAA 木村 委員

☆金澤会員：夢川善裕会長、服部幹事、1 年間例会お世話様でした。
☆正倉会員：本日もよろしく。☆林会員：研修委員長鈴木さんよろしくお願いします。
☆冨田会員：本日も宜しくお願いします。☆夢川会長：本日も宜しくお願いします。
☆伴会員：本日も宜しくお願いします。☆大塚会員：7 月間近にして緊張しています。
☆倉持会員：夢川会長、あと少しがんばってください。
☆木村会員：前回は、誕生祝いありがとうございました。☆鈴木会員：卓話をさせていただきます。
本日のニコニコ BOX

30,000 円

出席報告

出席委員 飯島 委員

定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

50

15

19

4

12

65.71％

本日のお客様紹介

【親睦ゴルフコンペ】
優

ようこそ久喜ロータリークラブへ

勝 蓮実久司会員

準優勝 服部智也会員

第７グループガバナー補佐 池田岩夫様

お疲れ様でした

バッチ交換
パストバッチ・記念品
贈呈

出席優良賞
飯島会員・伴会員・林会員・高木会員・進藤会員・倉持会員・中山会員
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出席報告
100％

月

日

例 会

卓 話

4(木)

通常例会

会長・幹事 所信表明

11(木)

通常例会

八鍬 ガバナー補佐来訪

会場・時間
三高
12:30～13:30

ガバナー公式訪問 2019-20 年度 小林操ガバナー来訪
7

18(木) 米山奨学生 葉 翰霖 派遣学生出国挨拶 赤沼里和子
＊終了後、小林ガバナーとの懇親会を予定してます。
25(木) → 27 日 に振替
27(土) 献血活動 久喜駅西口 10:00～16:00

スマイル報告

昼食＝福本

シトラリ帰国空港見送り

SAA 横山 委員長

☆池田ガバナー補佐：1 年間お世話になりました。★夢川会長、服部幹事：1 年間ありがとうございました。
★松崎会員：夢川さんおつかれさまでした。★伴 光治会員：会長お疲れ様。
★鈴木会員：夢川会長、服部幹事、おつかれさまでした。★正倉会員：お疲れ様。
★尾崎会員：ゴルフお疲れ様でした。会長お疲れ様。★林会員：夢川会長ご苦労様でした。
★蓮実(久)会員：ベスグロありがとうございました。★進藤会員：お疲れ様でした。
★大塚会員：次年度よろしくお願い申し上げます。押忍！★平澤会員：お世話になります。
★飯島会員：お疲れ様。★福田会員：来期はよろしく。★和田会員：お疲れ様。
★服部会員：1 年間お世話になりました。★木村会員:夢川会長、服部幹事お世話になりました。
★河野会員：おつかれさまでした。★中山会員：夢川会長ごくろうさまでした。
★鈴木(つ)：お疲れ様でした。★倉持会員：会長、幹事ご苦労様でした。

本日のニコニコ BOX

★冨田会員：夢川善裕会長、1 年間大変お疲れ様でした。大塚、次年度よろしくお願いします。
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74,000 円

（敬称略・順不同）

