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みなさんこんにちは。 

 本年度 47 代会

長をつとめさせてい

ただきます大塚勉

です。よろしくお願

い致します。幹事

の福田喜美夫さん

にお願いしたところ、気持ちよく受けていただきました。直前

会長の夢川さん、幹事の服部さんの名コンビの年令と比べ

ますと、10 歳以上平均年齢が上がりますが、年齢差を超

えて、この重責を果たしたく思います。 

 第 27 代飯島誉夫パスト会長、進藤幹事の 1999 年

入会させていただき、丁度20年目になります。ロータリアン

としての 3 大責務、第１：会費を払うこと、第 2：例会

に出席すること、第３：「ロータリーの友」と読むこと、につ

きましては、最初の 2 項については、自分なりに納得して

いましたが、第３については、全く怠けていたと深く反省し

ています。 

 入会間もないメンバーには、是非、会報雑誌委員長の

推薦する記事だけでも目を通して頂きたいと思います。ロ

ータリークラブの活動内容が、よく理解できると思います。 

 昨年、会長エレクトなり、昨年 1年間、読書量の少ない

私が、何かと時間をとって「ロータリーの友」を読んだ結論で

す。是非、参考にしてください。 

 さて、この度、ロータリーライフ 20 年間の中で、可もなく

不可もなく、それなりに楽しく過ごせた返礼を込めて、会長

職を引き受けました。各部門委員会のスタッフ配置に始ま

り、7月前の急を要する地区補助金事業等、様々な面で、

直前会長、幹事、また事務局の赤沼さんには、お世話に

なりました。本日、7月 4日をスタートに、八鍬ガバナー補

佐来訪、そして 7月 18日小林ガバナー公式訪問、7月

27日献血活動、8月３～5日野辺地ロータリークラブ夏

休み交流事業で来訪と、事業が目白押しで続きますが、

各委員会の協力の下で、無事に確実に遂行していきたい

と思います。 

 また、今回は親クラブである幸手ロータリークラブと合同

事業のひとつである、交換留学生の受入れについて、6月

29日（土）夜、幸手ロータリークラブと久喜ロータリークラ

ブの５ホストファミリー及び関係者が集まりました。受け入

れ期間の確認、引継ぎの家族間についての留意点、問

題点が真剣に話し合われました。久喜ロータリークラブから

蓮実ファミリー、松崎ファミリー、赤沼ファミリーのご協力あり

がとうございます。 これから 1 年間、すべての事業を安全、

確実に実行してきたいと思います。皆様のご理解、ご協力

よろしくお願いいたします。 

皆さんこんにちは。早速、幹事

のバッチをつけてきました。昨日

は、床屋にいき、頭もきれいに

し、ネクタイをしめてきました。1年間、頼りなく、失敗すること

もあるかと思いますが、暖かく見守って頂きたいと思います。 

よろしくお願いいたします。

会長：大塚 勉  幹事：福田喜美夫  

会報・雑誌委員会：風戸武博・伴 光治・加藤久雄 

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：大塚 会長 

 

本日のお客様紹介 

 

ようこそ久喜ロータリークラブへ 

  米山記念奨学生 葉翰霖 さん 

天野 副会長 

幹事挨拶：福田 幹事 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr0ajnoKLjAhUFwosBHYFDD7oQjRx6BAgBEAU&url=https://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey%3D10514000055&psig=AOvVaw1-ZEq5yEO0g_1CqhbNFbec&ust=1562569944669124


KUKI R.C. WEEKLY   

 

 

加藤久雄 会員 本日は、誕生祝いをいただきまして、ありがとうございま

した。70歳になります。想像だにしませんでした。入会したころには、自分よ

り2まわり上の鈴木重蔵さん、土屋先生、知久さん、１まわり上に高木さん

らを目標にしていました。最終例会のゴルフがあり、LINEで結果が流れて

きました。自分より10歳上の鈴木さんと飯島さんが、OUTもINも40台で

まわるのをみて、すごいなと思い、見習わねければと思いました。3つ下の倉

持さんも、細い体で大したものだと思いました。体を鍛えなおし、またゴルフ

ができるようにしたいと思っています。本日は、どうもありがとうございました。 

 

夢川善裕 会員 皆さんこんにちは。大塚会長から誕生祝いのお花ありが

とうございました。座る場所が動くと、肩の荷が下りた気がして、ホッとして、お

花を頂くことができました。還暦60歳になります。例会にも、なるべく出席で

きるようにし、仕事も頑張っていきたいと思います。次々年度の天野会長エ

レクトと高橋幹事のお二人をみていると、頼もしく思います。大塚会長1年

間がんばってください。 

 

中山登司男 会員 みなさんこんにちは。今日は誕生祝いのきれいなお花

を頂き、ありがとうございました。67歳になりました。60歳からは誕生日が来

るのが楽しみになりました。これからも皆さんといっしょに楽しくやっていきたと

思います。よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

葉 翰霖さん （台湾） 日本工業大学 修士2年 

本日も近況報告をさせていただきます。前からずっと就職活動を参加しております。色々

な説明会と面接を受けていて、本当に大変でした。でも、先週、やっと内定を取りました。本

当に嬉しかったです。皆様のおかげで、これからも頑張って続いています。 

 

 

 

青少年奉仕委員会 進藤 会員 

6月 25日メキシコからのシトラリ、 

29日カナダからのロバートが無事に帰

国しました。皆様のご協力により、何事

もなく、送り出すことができました。1年

間ありがとうございました。 

 

 

米山奨学生・青少年プログラム留学生 

 

誕生祝い 

 

委員会報告 
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【例 会 のご案 内 】   

月 日 例会 卓 話 会 場 

7 4（木） 通常例会 7月誕生祝い、会長所信表明 
三高サロン 

12時 00分～食事 

12時 30分～点鐘 

13時 30分終了予定 

 11（木） 通常例会 八鍬ガバナー補佐来訪 

 

18（木） 
ガバナー 

公式訪問 

2019-20年度 小林 操ガバナー 

派遣候補生出国挨拶 赤沼里和子 

＊ポリオＴシャツ（赤色）を着用 

 25（木） 例会振替 ⇒ 27日  

 
27（土） 

社会奉仕活動 献血活動 久喜駅西口 10時～16時  昼食：福本 

＊クラブのポロシャツ（黄色）を着用 

 

●2019-20年度 部門セミナー ＊情報共有の為、委員長は出席をお願いします。欠席の場合は、代理の方をお願いします。 

月 日 点鐘～終了 部 門 場 所 19-20年度 担当者 

7/6(土) 13:00～17:00 米山記念奨学部門 文教大学  

13201教室 

◎米山委員長（倉持） 

◎米山カウンセラー（横山） 

◎米山記念奨学生（葉 翰霖） 

7/14(日) 13:30～16:30 管理運営部門 川口フレンディア ◎管理運営担当委員長（天野） 

7/15(月) 13:00～17:00 青少年奉仕部門 ラフレさいたま ◎青少年奉仕担当委員長（蓮実久） 

7/20(土) 13:00～17:00 奉仕プロジェクト 

部門合同 

上尾市文化センター ◎奉仕プロジェクト担当委員長（木村） 

◎職業奉仕委員長（松崎） 

◎国際奉仕委員長（河野） 

8/3(土) 13:00～16:30 公共イメージ部門 
市民ホール 

川口フレンディア 

◎広報関係委員長（野原） 

◎ホームページ管理者 

会員増強維持部門 ◎会員増強維持委員長（中山） 

9/21(土) 13:30～17:30 ロータリー財団部門 パレスホテル大宮 ◎ロータリー財団委員長（金澤） 

●事務局研修会 7月 12日（火）2:00~ ロイヤルパインズ浦和  （幹事、事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーレート 7月 1 ドル＝108円 

 

福田 幹事 

 

 

 

 

 

幹事報告 

★大塚会長・福田幹事：本年度よろしくお願いします。 

★大塚会長：1年間よろしくお願いします。★福田幹事：若葉マーク（  ）をつけています。1年間よろしくお願いします。 

★野原会員：お見舞ありがとうございました。岡崎先生に病気を発見していただき、事なきを得ました。本当にありがとうございました。

★飯島会員：会長、1年間頑張ってください。★鈴木（弘）会員：大塚会長、福田幹事よろしく。 

★林会員：大塚会長、1年間よろしくお願いいたします。★正倉会員：大塚年度よろしく。 

★中山会員：誕生日のお祝い、ありがとうございます。★平澤会員：今日もよろしく。 

★伴会員：大塚新会長よろしく。夢川直前会長ありがとう。★高木（容）会員：新年度よろしく。 

★松崎会員：大塚会長、1年間よろしく。★加藤会員：大塚会長、福田幹事よろしくお願いします。誕生祝いありがとうございます。 

★野口会員：大塚会長がんばってください。★進藤会員：大塚会長よろしくお願いします。夢川直前会長お疲れ様でした。 

★尾崎会員：会長、幹事、1年間お願いします。★河野会員：大塚会長よろしくお願いいたします。 

★夢川会員：大塚会長、福田幹事、よろしくお願いします。誕生祝のお花ありがとうございます。 

★倉持会員：大塚会長、福田幹事、がんばってください。★鈴木（つ）会員：会長さんよろしくお願いします。 

★小柳会員：本日も宜しくお願いいたします。★天野会員：初めからバッチを忘れてすみません。 

★岡崎会員：今日もよろしくお願いします。遅刻してすみません。（敬称略・順不同）   本日ニコニコ BOX  100,000円                                             

SAA 林 委員 

 

スマイル報告 
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定員 免除 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

47 6 29 3 9 78.04％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席委員 飯島 委員長 

 

出席報告 
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