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〔会長挨拶〕倉持政宏会長

友好クラブ委員会

皆さんこんにちは。本日は第 2770 地区のガバナー補佐である岩上様、ようこそ
お越しくださいました。また、幸手中央クラブ会長昆様、同幹事の菅野様メーキャ
ップにお越しいただき、ありがとうございます。大変光栄に思っております。
さて、先日、第一回目の会長幹事会議の時、ガバナー補佐にロータリークラブの
名刺をお渡ししたかったのですが、切らしており、仕事の名刺をお渡ししてしまい
ました。そういたしましたところガバナー補佐は、私の父を御存知だそうで、ビックリいたしました。
ガバナー補佐のお話を詳しくお伺いしましたら、幸手ロータリークラブに 27 歳で入会されたチャータ
ーメンバーだそうで、大変驚きました。私たちのクラブのチャーターメンバーは現在 3 名の方が在籍し
ていらっしゃいますが、ガバナー補佐をはじめとした皆さんの活力には大変敬服しております。今後の
一層のご活躍をご期待しております。そして、幸手中央ロータリークラブの会長幹事さんにもお越しい
ただきましたが、貴クラブの活動のお話や当クラブの印象などお教えいただければ幸いです。
さて、本日は例会終了後にクラブ協議会を予定しております。本日が本年度の実質始まりとなります。
メンバーの皆さんには、最後まで残っていただき、本年度の活動を開始していただきたいとおもいます。
来訪の皆様にお礼を申し上げ私の挨拶とさせていだきます。本日はようこそお越しくださいました。
〔表彰伝達〕
点鐘木槌の贈呈：倉持政宏会長より松崎宏直前会長へ
〔お客様紹介〕中山登司男副会長
２７７０地区 第７グループガバナー補佐 岩上幸二様（幸手 RC）
幸手中央ロータリークラブ 昆 裕司会長
〃

菅野秀光幹事

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：皆様、こんにちは。今日三人のお客様がお見えになり、光栄の限りに
存じます。岩上様は 27 歳でロータリークラブに入って、50 年間奉仕してきまし
た。岩上様の奉仕に心より尊敬し、感謝いたします。どうもありがとうござい
ました。
話を変えますが…
一つのクイズを出します。恋人同士がピザ一枚を買いました。彼氏は彼女に
「ビザを 8 ピースか 12 ピースか？」と聞きました。彼女は 8 ピースと答えました。彼女はなぜ８ピー
スにしてほしいのか？ 彼女の答えは、「自分は 8 ピースしか食べられませんので、12 ピースにすると
残りの 4 ピースは食べきれません。」……これはジョークでした。😁😁

〔お客様挨拶〕
ガバナー補佐 岩上幸二様
皆様今日は、2016－17 年度第 7 グループガバナー補佐を仰せつかりました幸
手 RC の岩上でございます。私事でございますが、ロータリー歴 50 年目の幸手
RC のチャーターメンバーです。
この 7 月から幸手 RC の 50 周年を迎える第 2770
地区で 15 番目の幸手 RC をどうぞよろしくお願い致します。
幸手 RC は台湾 3500 地区の桃園空港のある桃園 RC と 1970 年に姉妹クラブを
締結し古くは毎年のように、小中学校の書や絵の交換をはじめ、特殊教育教師、
音楽教師などの研修グループなど日本の研修に協力してまいりました。近年は毎年 11 月 6 日を中心に
周年記念式典を行い 55 周年記念式典には大勢参加する予定です。
話は変わりますが、埼玉県内で初めてのロータリーが誕生しましたのは昭和 26 年 11 月（1951 年）に
川越 RC が誕生し、次に熊谷 RC、浦和 RC、先月 21 日に 60 周年記念式典が行われた大宮 RC です。
久喜 RC は 1973 年（昭和 48 年）2770 地区 25 番目の創立で初代会長高木病院の高木先生の指導により
奉仕活動に積極的なバランスの素晴らしいクラブであると思います。チャーターメンバーとして蓮実会
員、髙木会員、田口会員の 3 名とも元気な姿を拝見し、私もまだまだ頑張らないといけないと実感しま
した。
次に地区運営方針「楽しいロータリークラウを作り上げよう」夢をもってロータリーを語れる環境を
作り上げよう。ロータリー財団設立 100 周年記念事業の促進と財団への寄付増進、価値観を共有できる
会員で女性、40 歳未満の会員の増強と退会防止に努め、維持率 100％を達成しよう。等々皆様によろし
くお願い致します。重ねて久しぶりの地区役員になり会員皆様のご支援ご協力なくして…務まりません
のでよろしくお願い致します。ご清聴ありがとうございました。
幸手中央 RC 会長 昆 裕司様
皆さんこんにちは、幸手中央クラブ会長の昆です。私岩手の出身で暑いのが苦手で
す。いつも会長幹事会では大変お世話になっております。幸手中央クラブの活動につ
いてお話しさせて頂きます。5 月に日本保健医療大学ローターアクトクラブ設立しま
した。現在会員数 30 名です。できればもう少し増強できたらと思います。これから
いろいろお世話になるかと思いますのでよろしくお願い致します。
幸手中央 RC 幹事 菅野秀光様
皆さんこんにちは、幸手中央クラブ幹事の菅野です。よろしくお願い致します。今
月「メーキャップ例会」という事で、各会員が他クラブを訪問して各クラブとの交流
を深める。今日は、会長とメーキャップに参りました。うちのクラブは夜間例会です。
明るい昼間の例会は、すごく緊張しますが、夜と違い明るい例会も素晴らしいなと思
いました。本日は有難うございました。
〔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。

〔幹事報告〕天野正幸 幹事
＊地区大会ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペのご案内：10 月 3 日（月）
大利根カントリークラブ

各クラブ 4 名（地区役員含む）

＊RI3800 地区フィリピン国際奉仕プロジェクト視察ツアーのご案内 9 月 4 日～7 日
＊「フレッシュ高校生感動体験プログラム」への協力依頼：
28 年度実施高校：岩槻北陵高校・上尾橘高校 受け入れ可能事業所報告 7/20 まで
＊地区セミナーへの出席要請確認
＊吉田正記念オーケストラ：9 月 10 日（土）野木町エニス大ホール 一人 3,500 円古河公演事項委員会
＊次回例会：21 日（木）は、23 日（土）
「献血」に振替

社会奉仕委員会

28 日（木）夜間例会 料亭 きのえね 7 月誕生祝
送迎バス 菖蒲あやめ会館前 17：00 出発
久喜 au 前

17：45 出発

〔スマイル報告〕新井 博 SAA
☆お世話になります：岩上幸二ガバナー補佐
☆本日はよろしくお願いします：幸手中央 RC 昆裕司会長・菅野秀光幹事
☆ガバナー補佐岩上幸二様、久喜 RC 倉持会長、天野幹事 1 年間宜しくお願い致します：
斎藤文平・夢川善裕
☆ガバナー補佐ようこそ、幸手中央 RC さんようこそ：倉持政宏・蓮実利勝・尾崎敏彦・和田義雄・
野口はやみ・鈴木つね子・林 明・松崎 宏・鈴木弘道

本日の合計
累 計

☆今年度もよろしくお願い致します：野原 宏・髙木 学

￥５５，０００
￥１４２，０００

☆美女は度胸、男は小心、ハッゲ ョィ 残らず：福田喜美夫
（敬称略・順不同）
〔出席報告〕 出席委員会 伴 光治委員
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≪クラブ協議会≫
進行 倉持政宏会長
クラブ協議会を開催いたします。

奉仕プロジェクト部門 夢川善裕委員長
奉仕プロジェクト委員長の夢川です。この部門は、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・
青少年委員会の 4 委員会で構成されています。4 委員会それぞれの事業計画、事業方
針が運営活動できるように基本方針に沿った活動プログラムの達成に向け協力してい
きたいと思います。よろしくお願い致します。
職業奉仕委員会 野原 宏副委員長
会員相互の職業を理解する。
会員企業の訪問、本年度は松永会員の事業所「久喜葬祭社」を予定しています。

社会奉仕委員会 金田仁志委員長
継続事業が主になります。献血・久喜市民まつり・産業祭・ゴミゼロなどです。
地区補助金の活用としての奉仕活動、市内小中学校で行える心肺蘇生トレーニングキ
ットの寄贈。
社会奉仕活動を地域に認識して頂ける様に、皆さんのご協力よろしくお願い致します。
国際奉仕委員会 天野正幸幹事
河野委員長・進藤副委員長・島先委員・増田委員です。
国際大会は、アトランタです。

青少年奉仕委員会 松永元彦委員長
青少年、次代を担う若者の育成に寄与する。
久喜北陽高校インターアクトクラブへの支援
ライラへの参加依頼協力・青少年交換事業への協力
フレッシュ高校生社会体験プログラムへの参加協力
事業計画に基づいて頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
ロータリー財団部門
財団・ポリオ委員会 伴 光治委員長
ロータリー財団 100 周年を記念して財団に対する会員の理解と資金提供の拡大、
意義を再確認し、ご理解ご協力をお願します。
年次寄付 ポリオプラスへの更なる理解と基金への支援
米山奨学委員会 尾崎敏彦委員長
米山奨学委員会の主旨をご理解頂きご協力よろしくお願いします。
奨学生と交流及びカウンセリングを充実
本年度寄付額目標：一人当たり 25,000 円（普通寄付 5000 円・特別寄付 20000 円）
以上でクラブ協議会を終了致します。ご協力ありがとうございました。

8 月 5 日・6 日・7 日

日程
【８月５日（金）
】

【８月７日（日）
】

6：50 集合 久喜駅西口前

ハッチョウトンボ観察

6：55 結団式

野辺地駅構内防雪林・

8：02 大宮駅発（はやぶさ 3 号） 本多博士コーナー見学
11：00 新青森駅着

諏訪牧場見学

三内丸山遺跡 八甲田丸等見学

14：53 七戸十和田駅発

18：00 ねぶた祭り見学

（はやぶさ 24 号）

【８月６日（土）
】

17：38 大宮駅着

磯遊び・四ツ森海岸

18：25 久喜駅着

交流会・馬門小学校
炊事共同作業・カレーライス
食事会

解散式

参加者

32 名

菖蒲小児童 男子 11 名 女子 8 名
菖蒲小校長 教諭 保護者 計 3 名
久喜 JC 5 名 久喜 RC 5 名

会員の皆様へ

送迎のお願い！

8 月 5 日（金）6：55 からの結団式と
8 月 7 日（日）18：25 からの解散式に
ご参加下さい。宜しくお願いします。
友好クラブ委員長 野口はやみ

