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例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３
事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F
会長
倉持政宏
幹事 天野正幸
会報委員
黒須久雄・正倉勝治・加藤久雄
関勝四郎・鈴木逸郎

国歌・奉仕の理想斉唱
ロータリーの目的唱和

〔会長挨拶〕倉持政宏会長
皆さんこんにちは。久喜ロー
タリークラブ、第４４代目の
会長を拝命しました。本年度
は、松崎前会長の基本方針を
踏襲し、一年間活動してまい
りたいと思います。ただ、私も不慣れでいろいろ
と御迷惑をおかけしますが、ご指導ご鞭撻をいた
だければ幸いです。７月７日に４４代目の私の第
一回目の例会ということで、三面ちゃんで、縁起
がよいのかなとおもいます。
さて、第一回目の例会にあたり、先日、RI から

規定の変更の報告会がありました。おおまかにお
話ししますと、例会は月二回以上で、あとは奉仕
活動でよいとのことです。また、その週に祝日が
あれば、その週は休会としてよいとのことです。
また、定款に違反して出席しなくとも、細則でそ
れを適用しないと決めてもよいなどの報告があ
りました。これは、これからのロータリー活動も
変化していかなければならないということだと
思います。是非、皆さんと一緒にロータリー活動
を考えていきたいと思います。一年間よろしくお
ねがいします。

〔お客様紹介〕中山登司男副会長
久喜市立三箇小学校 校長 小島延之様
ご挨拶：
「久喜市特別支援教育研究会合同遠足」支援願い及び援助金の御礼
久喜ロータリークラブの皆様には毎年ご支援頂き心より感謝申し上げます。生活環境の
変化に伴い、子どもたちの成長のためには地域の皆様の協力が必要不可欠になっており
ます。これからもよろしくお願い申し上げます。
米山奨学生

代

莉（ダイ リ）様 中国 山西省 埼玉大学社会科学修士課程 専攻 国際日本アジア

ご挨拶：みなさん、こんにちは。いよいよ久喜クラブも新しい年度には入りました。
倉持会長おめでとうございます。松崎前会長お疲れ様でした。クラブの益々の繁栄と皆
様の健闘をお祈りします。これからもよろしくお願いします。
〔委員会報告〕
＊社会奉仕委員会 金田仁志委員長
日時：7 月 23 日（土）10：00～11：45/13：00～16：00 会場 久喜駅西口
主催：久喜 RC 共催：久喜 LC・（公社）久喜 JC ・久喜市商工会青年部
恒例の献血例会です。食事には鰻の用意がございます。皆様のご協力をお願い致します。
＊雑誌委員会 高橋徳雄委員長 「ロータリーの友」７月号のご案内
横 P:P7～17 RI 会長メッセージ「人類に奉仕するロータリー」P20～37 ガバナーの横顔
P18・19 2016-17 RI 理事会メンバー紹介 P44～「ロータリー財団 100 周年を祝う」
縦 P:17「卓話の泉」認知症は怖くない P20～「ロータリーアットワーク」
＊研修委員会 鈴木弘道委員長 「次年度クラブ研修リーダーセミナー」参加報告

日時：2016 年 6 月 18 日（土）18：30～21：00 開場：浦和コミュニティセンター
内容：研修会で行って欲しい事 ロータリーの歴史、RI プログラム、R 財団プログラム、
クラブ研修プラン 会員のニーズを調査、新会員＆3 年未満のための研修プラン
〔幹事報告〕天野正幸 幹事
＊レート変更：７月 レート 1 ドル 102 円
＊2016-17 年度部門セミナーについて
＊ロータリーリーダーシップ研究会パートⅠのご案内
8 月 27 日（土） 越ケ谷コミュニティセンター 9：30～17：30
＊次回例会：14 日（木）岩上幸二ガバナー補佐・三牧信吾グループ幹事
メーキャップ…幸手中央 RC 昆裕司会長・菅野秀光幹事
〔スマイル報告〕新井博 SAA
☆本年１年間よろしくお願いします：倉持政宏会長・天野正幸幹事
☆倉持会長・天野幹事よろしくお願いします。：尾崎敏彦・金澤利幸・和田義雄・
野口はやみ・林 明・鈴木弘道・飯島誉夫・高木 容・松崎 宏・進藤和夫・伴 光治・
平澤道男・鈴木つね子
☆本年度もよろしくお願いします：大塚 勉・正倉勝治・加藤久雄
☆社会奉仕活動協力お願いします：金田仁志
本日の合計
￥８７，０００
☆今月もあまり出席できませんがよろしくお願いします：冨田英則 累 計
￥８７，０００
☆例会運営スムースご協力をお願いします：新井 博
（敬称略・順不同）
〔出席報告〕 出席委員会

飯島誉夫委員長
本日出欠
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2016 年 7 月 7 日（木）三高サロン

理事・役員会

2016-2017 年度スタートにあたり、50 名のスタートですが現状のままだと事業費を削減する必要が出て
きます会員の増強が必要となります。
＊クラブ管理部門 中山部門委員長：活動計画報告書通りです。
・プログラム委員会 金沢委員長
7 月 14 日第 2 例会に、ガバナー補佐岩上氏 グループ幹事 三牧氏が来訪
8 月 4 日会員増強について、11 日（休会 山の日）
、18 日友好クラブ委員会（体験学習 in 野辺地報告
25 日夜間例会 誕生月会員 3 分間スピーチ おかの
9 月 1 日贈呈式（AED） 8 日、15 日在宅医療について（1・2）講師依頼中 22 日（休会 秋分の日）
29 日 夜間例会 誕生月会員 3 分間スピーチ なごみ
・友好クラブ委員会 野口委員長：野辺地交流会予算について
先生方引率者の費用負担について、今回は昨年同様とするが次年度予算は今後協議する事。
・親睦委員会 福田委員長：予算 140 万円で今年度実施
本年度誕生祝：商品券とする。金額に関しては会長一任。誕生祝いハガキは継続。
夜間例会：誕生祝 （3 分間スピーチ）例会を休んだ方にはお届けする。
・SAA 新井委員長：昼食会の席順は毎回変更する。
＊増強部門委員会

進藤部門委員長：岡野会員より体調不良の為、上期一杯で退会の意向

地区増強セミナー報告、活動内容を確認発表し資料をつくり会員増強を図る。
＊ クラブ広報部門 大塚部門委員長：地区セミナー報告
＊社会奉仕金田委員長： 7 月 23 日（土）献血について（IA 会員への呼びかけ）
＊ロータリー財団部門 松崎部門委員長：円高円安に関わらず、会員からは財団寄付 1000 ドルにつき 10
万円をいただく。
（不足金はクラブ負担）
＊ その他
・10 月 13 日 地区大会記念ゴルフコンペを開催案内（クラブ 4 名）
・規定審議会報告

