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みなさんこん

にちは。ここ

２～3 日、

梅雨寒とい

いますか、7

月初旬の暑

さを感じられ

ない天候が

続いていま

すが、これから急に暑くなると思われます。皆さま体調をくづ

さないように気を付けてください。 

 さて、八鍬ガバナー補佐、本日お越しいただきありがとう

ございます。来週のガバナー公式訪問に向けて、万全の

準備、体制を整えているつもりですが、どこか物足りない点、

欠けている所がありましたら、何なりとご指摘、ご指導いた

だきたくお願いいたします。 

 先週 7 月 4 日の第 1 回例会を無事、にぎやかに終了

できました。出席いただいたメンバー全員のご協力のおかげ

と感謝いたします。特に、急きょ司会をお願いした SAA 林

委員、また直前 SAA委員の横山さんの万全の会場準備

指導、ありがとうごさいました。また、同日、理事役員を緊

急案件討議の為、例会 1時間前に開始し、例会後も引

き続き長く時間を頂きたこと。反省と共に、深く感謝いたし

ます。 

 議事案件は、“財団、米山寄付、ニコニコ（スマイル）

BOX”についてでした。“財団、米山寄付”についきましては、

従来の寄付金を当クラブメンバーに直接お願いするやり方

と違う方法が提案されました。出席した理事役員の討議

の中で、ほぼ多数の出席理事の賛成が得られましたが、

結果として年間 2 万円会費の値上げにつながることになり

ますので、一時保留し、クラブ協議会での全員討議にかけ

ることになりました。 

 ニコニコBOXにつきましては、財団部門委員長、財団ポ

リオ、米山奨学委員長と何回か討議を重ねまして、スマイ

ル事項、項目別の金額目安リストをつくりました。私を含め

た元メンバー、また新会員には、金額目安を参考にして頂

き、よりすっきりした気持ちでニコニコ BOX にご協力いただ

きたくお願いします。皆さまにお配りした、前回、鈴木研修

委員長がまとめられた“ニコニコ BOX”についての資料をご

覧ください。その中で、私がメモしましたが、10 年前には年

間 152 万円の募金がありました。昨年度は、95 万円の

金額で終わった結果となっています。 
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当クラブのメンバー数は 50名前後と大きく変わらない中で、

募金額減少の原因としては、①クラブメンバーの高齢化に

より、各家庭でのお祝いごとの減少②新しいメンバーのニコ

ニコ BOX についての理解、判断できる金額のむずかし

さ・・・などがあると思います。 

 今回、皆さんの各テーブルに置きましたが、ニコニコ BOX

の項目別金額目安リストも参考にしていただき、例会出

席時に、どんなことでも構いませんので、千円以上の金額

でご協力していただきたくお願いいたします。 

本日は、幸手中央 RC の菅野次年度会長エレクト、当ク

ラブへの MC をありがとうございました。 

最後に、本日司会をしていただいた小暮支店長、ご栄転

の為、今回が最初で最後の司会役でした。 

久喜ロータリークラブに対する、貴殿の誠意にあふれたロー

タリアンとしての姿勢に敬意と感謝を申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

幸手中央ロータリークラブ 会長エレクト 菅野秀光様 

皆様こんにちは。本日は宜しくお願いいたします。例年、7月はメイキャップ(MC)例

会というかたちで、会員全員がいろんなクラブにMCをするということで、そのクラブの

いい所や、自分たちと違う運営の仕方をもちよって自分たちのクラブをよくしようとい

う趣旨のもと行っています。これは、なかなか新鮮なので、もしよかったら久喜クラブ

さんもやってみてはよいのではと思います。私、14年前に多田さんが会長の時の同

期の会長です。幸手中央RCはメンバーが24名の少ないので、2回目がいよいよま

わってきました。まだ、何をやろうかと決めていませんが、2度目の会長ということで、

成長した会長として事業をおこないと思っています。これから、また来年もお世話になると思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

埼玉りそな銀行 支店長 中村和也様 

皆さまこんにちは。7月から埼玉りそな銀行久喜支店にまいりました、中村と申しま

す。妻の実家が幸手で、家が浦和ICの近く住んでおりまして、久喜には、大変なじ

み深いところです。ここに着任したのも、何かの縁ではないかと思います。前任の小

暮は、いっしょに引継ぎでまわらさせていただいていて、お客様から愛される支店長

だったので、それに比べると、足りない部分もあるかと思いますが、引き続きよろしくお

願いいたします。

 

 

葉 翰霖さん （台湾） 日本工業大学 修士2年 

皆様、こんにちは。米山奨学生のヨウです。 

本日は近況報告をさせていただきます。 

先週土曜日は文教大学で米山奨学部門セミナーを行われました。自分と同

期の奨学生たちと一緒に出席しました。そして、会長大塚様と倉持様もお越しくだ

さいまして、誠にありがとうございます。 

また、今週も研究室で一生懸命研究を頑張っております！ 

 

 

米山奨学生 

お客様挨拶 
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米山奨学委員会 倉持 委員長 

今年度も約 100万円の寄付が必要になります。ご協力をいただける方は、よろしくお願い

いたします。米山財団については、財団の方ですべて管理をされておりますので、皆様が

た、これくらい寄付をするという金額でやっていただけます。例えば、1万円を寄付したら、1

万円ということで登録されます。それと、証明書が必ずでますので、2,000円をひいた残り

が税金の控除になります。是非、税金の還付をうけてください。 

 

友好クラブ委員会 野口 委員長 

8月 3日～5日 子供 9名と野辺地ロータリークラブメンバー他 計 16名 

 3日 12時頃 お迎え ⇒ 交流会 ⇒ 歓迎会 

 4日 東京方面（国会議事堂、東京タワー）⇒ サッカー観戦（チケット、弁当付） 

 ＊いっしょに同行いただける方、ご協力お願いいたします。野口まで 

 5日 本田静六記念館 ⇒ お見送り  

 

財団ポリオ委員会 林 委員長 

ポリオ募金 BOX をつくりました。ご協力お願いします。 

 

 

 

第 7グループガバナー補佐 八鍬伸一様（蓮田 RC） 

ロータリー歴 21年目。地区で 8年間。そのうちの 6年間を財団委員会に

おりました。今年度、小林ガバナーも財団でやられた方です。今から 10数

年前、マイクロソフトのビルゲイツが、シアトル RC に卓話にきていただいた際、

ポリオのためにつかってほしいと使途限定で 1億ドル(≒110億円)の小切手

をおいてかえられた。。。との記事が、以前のロータリーの友にも掲載されてい

ました。但し、世界中のロータリアンが、これと同額以上の寄付が集まったら、

初めて現金化しますという先付小切手でした。達成できたのが、3年目でし

た。それで、ポリオ撲滅への資金が

できました。ロータリーでは、寄付を

気持ちのある人が出している。 

今は、奥さんの名前で、“ビルゲイツ・メリンダ財団”として活動されています。なぜ、ビル

ゲイツがロータリーにポリオ募金をしたか？ロータリーが一番真摯に活動をしている。ま

た、活動に対しての事務経費がすくない。では、なぜそんなにお金がかかるのか？ワクチ

ンは、安い。接種するまでのコストがかかる。8年前、アフガニスタンの山中で、医師２

名看護師 5名の 7名のロータリーポリオ撲滅接種団が銃殺された悲しい事件があり

ました。数年間、活動ができなかったが、再開されました。1988年世界で年間 36

万人の時から、現在は、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアで 3 か国で 36名。ポ

リオを接種するためのコストがまだまだかかる。年々少なくなっており、ゼロにするという目

標をロータリーは掲げております。 

来週の公式訪問、よろしくお願いいたします。 

委員会報告 

 

卓 話 
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 定員 免除 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

7/4修正 47 7 28 4 8 80.00％ 

7/11 47 8 25 3 11 71.79％ 

 

 

 

【例 会 のご案 内 】   

月 日 例会 卓 話 会 場 

 

 

7 
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 赤沼里和子さん 

＊ポリオＴシャツ（赤色）を着用 

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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席免除者について・・・定款第 12条第 3節（b）による出席規定の適用免除の有資格者で、この規定をご希望の会員 

は申請書を幹事までご提出下さい。 

 

 ＊定款第12条第3節 出席規定の免除 

（b） 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、一つまたは複数のクラブで少なく 

    とも20年の会員歴があり、さらに出席規定の  適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が 

    承認した場合。 

 

福田 幹事 

 

 

 

 

 

幹事報告 

☆八鍬伸一ガバナー補佐(蓮田 RC)：今日と来週は、よろしくお願いします。 

☆菅野秀光様(幸手中央 RC)：本日は宜しくお願いします。 

★大塚会長：今日も全力で努めます。★飯島会員：ガバナー補佐ご苦労様です。  

★尾崎会員：八鍬ガバナー補佐、菅野さん、中村支店長ようこそ。 

★林会員：八鍬ガバナー補佐ようこそ。★松崎会員：八鍬ガバナー補佐ようこそ。 

★正倉会員：八鍬ガバナー補佐ようこそ。★伴会員：八鍬ガバナー補佐ようこそ。 

★進藤会員：八鍬ガバナー補佐、幸手中央菅野さんようこそ。 

         小暮支店長お世話になりました。中村新支店長よろしくお願いします。 

★倉持会員：本日もよろしくお願いします。★野原会員：八鍬ガバナー補佐、よろしくお願いします。 

★野口会員：八鍬ガバナー補佐、ようこそ。★河野会員：ニコニコ了解！★福田幹事：八鍬ガバナー補佐ようこそ。 

★鈴木(つ)会員：八鍬ガバナー補佐ようこそ。小暮支店長ありがとうございました。 

★横山会員：小暮支店長ありがとうございました。★岡崎会員：今日もよろしくお願いします。 

★小暮会員：大変お世話になりました。皆様のご活躍とご健康をお祈りいたします。（敬称略・順不同）   

本日ニコニコ BOX  46,500円   

SAA 小暮 委員 

 

スマイル報告 

出席委員 飯島 委員長 

 

出席報告 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiclp7ByLrXAhVENrwKHUzRCsQQjRwIBw&url=http://frame-illust.com/?p%3D2589&psig=AOvVaw35goafMT-v1PbdvI3G5KLL&ust=1510628675939373
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiclp7ByLrXAhVENrwKHUzRCsQQjRwIBw&url=http://frame-illust.com/?p%3D2589&psig=AOvVaw35goafMT-v1PbdvI3G5KLL&ust=1510628675939373

