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

本日のお客様紹介
ようこそ久喜ロータリークラブへ
久 喜 市 長

梅田 修一様

第 7 グループ次年度ガバナー補佐 伊藤 敦 様 （幸手 RC）
さいたま新都心 RC

大庭 秀夫 様
司会：中村 会員

会長挨拶：大塚 会長
みなさんこんにちは。

てきましたが、結論としては、今まで通りとなりました。年会費

前回 8 月 1 日の例

の値上げを取る方法は、保留といたしました。スマイル BOX

会から、お盆を過ぎま

については、昨年度の 95 万円を打破するため、項目別の金

して、2 週間ぶりの例

額目安箱を参考にしていただき、例会出席時には、必ず千

会です。本日も多く

円以上の金額でご協力いただきたくお願いいたします。来年

のメンバーに参加いた

度の天野会長エレクトに引き継ぐ、令和 2 年 6 月末日の金

だき、ありがとうござい

額を楽しみに期待したいと思います。

ます。特に、激務の中、本日の卓話者としてお越しいただき

次に 10 月 24 日世界ポリオデーの“10 月 24 日世界ポリ

来ました、久喜市長の梅田修一様。また、メイキャップでお越

オデー3 クラブ合同例会の開催について”の経過を報告いたし

しの幸手ロータリークラブの次年度ガバナー補佐エレクトの伊

ます。

藤敦彦様。そして、さいたま新都心ロータリークラブ国際奉仕

本年 3 月にありました、PETS で同席した、幸手 RC の渡

委員長の大庭秀夫様。ようこそお越しくださいました。御礼申

辺会長より合同開催の提案がありました。お互いに協力、納

し上げます。

得できる体制でやればよいものと了解しました。今年 5 月に

一昨日 8 月 20 日に梅

入って、青少年交換りゅうがくせいの打合せや、フィリピンン支

田市長に感謝状をいただ

援事業の相談をしている中で、幸手中央 RC もいっしょに大

きました。本年度、当クラ

きくやりたいとの話が進みました。幸手中央 RC の小林会長と

ブの地区補助金事業とし

渡辺会長の若い 2 人と、気持ちよくスムーズに 3 クラブ合同

て、7 月に久喜市菖蒲支

の イベン トを進め てい きたいと思 い ます 。当日 は、「 END

所内のラベンダー畑に、背

POLIO」T シャツをきて盛り上げたい思います。

もたれ付きベンチを寄付い

以上、会長挨拶とします。

たしました。
今日の会長挨拶のテーマとして、2 項目を取り上げます。1
つは、“財団・米山寄付、スマイル BOX の取り扱いにについ
て”。2 つ目は、“10 月 24 日世界ポリオデー3 クラブ合同例
会の開催について”。発表します。
“財団・米山寄付、スマイル BOX の取り扱いにについて”は、
今年度スタート以来、理事・役員会で時間をかけて討議し
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世界ポリオデー3 クラブ合同例会
10 月 24 日(木)
第１部：ポリオ撲滅募金活動
(久喜駅西口 16:30～)
第 2 部：3 クラブ合同例会
(三高 18:00～)

お客様挨拶

次年度ガバナー補佐エレクト

さいたま新都心 RC

伊藤敦彦様(幸手 RC)

大庭秀夫様

米山記念奨学生 葉 翰霖さん （台湾） 日本工業大学 修士2年
皆様、こんにちは、米山奨学生の葉 翰霖です。
今回の夏休みは大阪に行きました。色々な美味しい物を食べました。その中で、551 ほらいの豚
まん一番びっくりしました！とても美味しかったですね。さすが大阪の名物だと思います。台湾も豚まん
がありますげとも、2、3 個食べたら、食べ飽きました。でも、今回この豚まんを食べて、そんな感じ出
ていなかったですし、食べやすくなりました。ちなみに、551 蓬莱と台湾豚まんの違いは台湾の豚まん
はキャベツ入りです。食感も違います。両方とも美味しいです。皆さま、もし台湾に行く時、ぜひ一度
食べてください。
また、今回も世界遺産を見に行きました。奈良の平等院に行きました。残念ながら、鳳凰堂内部
の修理を実施されていますので、これに伴い、鳳凰堂内部拝観を終日休止しています。ですが、外から鳳凰 1 対を見ました。発行さ
れている一万円札にはこの鳳凰が描かれています。せっかく行きましたので、実際に見ると、とてもきれいでした。
以上でございます。ありがとうございました。（原文）

卓 話
久喜市長 梅田修一様
「久喜市の現状とこれからについて」

委員会報告
青少年奉仕委員会 小柳 委員
◆交換留学生 ゲリット シュワルツ君
8 月 18 日（日）来日
19 日（月）久喜北陽高校訪問
社会・職業奉仕委員会 木村 部門委員長
◆9 月 20 日（金）職業奉仕部門セミナー
講演：テーマ「職業奉仕」から「奉仕の理想」へ講師：本田博己氏

親睦委員会 服部 委員長
◆8 月 29 日（木） 夜間例会 屋形船（浅草橋～東京湾）22 名参加久喜駅 au 前 15:50 → あやめ会館 16:30
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米山奨学委員会 倉持委員長
◆米山奨学寄付をお願いします。 積立方式で寄付ができます。

幹事報告

福田 幹事

【例 会 のご案 内 】
月

9

【その他 】

日

例会

5 (木)

通常例会

12(木)

通常例会

19(木)

休会

26(木)

夜間例会

卓 話

会 場
三高サロン

誕生日祝い
卓話： 久喜市教育委員会

食事 12 時開始

卓話：久喜 JC 理事長 林 様

点鐘 12 時 30 分

大浜

送迎バス：久喜 Au 前 17 時 30 分発

◆ ８月２１日（水）会長幹事会 ◆８月２４日(土)インターアクト年次大会

スマイル報告
☆伊藤敦彦様：よろしくお願いします。☆大庭秀夫様：メイキャップにまいりました。大塚年度を祝って。
★大塚会長：梅田市長、卓話ありがとうございます。
★高木容会員：本日もよろしく。★飯島会員：今日も宜しく。★林会員：梅田市長ようこそ。
★和田会員：梅田市長ようこそ。★平澤会員：今日も元気です。★加藤会員：梅田市長よろしくお願いします。
★中山会員：梅田市長おつかれさま。★鈴木弘道会員：梅田市長ようこそ。★夢川会員：梅田市長ようこそ。
★倉持会員：本日は市長宜しくお願いします。★野原会員：本日もよろしく。★河野会員：市長宜しくお願いします。
★齋藤美津枝会員：ごぶさたです。よろしくお願い申し上げます。★服部会員：息子が入籍しました。
★冨田会員：今日は梅田市長宜しくお願いします！！★木村会員：今日も宜しくお願いいたします。
★福田会員：梅田市長いらっしゃい。10 年後まで予約します。★小柳会員：本日もよろしくお願い致します。
★岡崎会員：残暑お見舞い申し上げます。★中村会員：本日もよろしくお願いします。（敬称略・順不同）
8/22 ニコニコ BOX

出席報告

8/22

～ ＭＥＭＯ ～
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出席委員 飯島 委員長
定員

免除

出席

ＭＵ

欠席

出席率

48

10

26

5

7

68.42％

47,000 円

