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〔会長挨拶〕倉持政宏会長
皆さんこんにちは。昨日、社会奉仕委員会のひとつのメイン事業である心臓マッサ
ージの練習機を市役所に贈呈してきました。久喜市からは感謝状を頂いて参りました。
各学校で講習会が、開催されると思います。これも高木学委員、夢川部門委員長、金
田委員長をはじめとする社会奉仕委員会の皆様のお陰と感謝しております。
次に幸手ロータリークラブとの合同例会を１０月２６日（水）に開催したいとの話
がありました。幸手ロータリークラブは私たちの親クラブでもありますので、皆さんで参加していただ
ければとおもいます。
さて、本日は、久喜市立菖蒲小学校高砂校長先生、そして６年生の斎藤洸河さんにおこしいだき心よ
りお礼申し上げます。
これから先日の夏休体験学習 in 野辺地 2016 の体験談をお話ししていただきます。
私は、体調を崩して御一緒できず、菖蒲小学校の皆さんには失礼をしてしまいました。しかし幹事が毎
日写真を送ってくださったので、ご一緒したような気がしています。本日、お話をお伺することで、皆
さんの体験を共有出来ることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

〔お客様紹介〕中山登司男副会長
久喜市立菖蒲小学校 校長
〃

６年生 斎藤洸河様

幸手ロータリークラブ
〃

高砂光延様
山口寿通会長
長島茂雄幹事

〔お客様挨拶〕
山口寿通様：本日は例会の貴重な時間をおかりいたしまして、幸手ロータリークラブ創
立５０周年記念式典のご案内をさせていただきます。来年４月５日（水）に東京の東武
ホテルにて開催を致します。詳細につきましては後日ご案内させていただきますので、
久喜クラブの皆様には大勢のご参加をお待ち申し上げます。
また、１０月２６日（水）の合同例会も宜しくお願いいたします。親クラブと言うことで、まずは幸手
の地で開催させていただきます。
長島茂雄様：皆様こんにちは、幸手クラブ幹事の長島茂雄と申します。
もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、
「長島茂雄」名前が先行しちゃってい
ます。先ほど山口会長よりお話がありました通り、久喜クラブさんとの合同例会、当ク
ラブの 50 周年記念式典等、お世話になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

〔委員会報告〕
＊友好クラブ委員会 野口はやみ委員長「夏休み体験学習 in 野辺地 2016」のご報告
8 月 5 日、6 日、7 日と野辺地 RC との青少年相互交流事業で菖蒲
小学校の児童 20 名と馬門小学校児童との交流に野辺地町を訪問
いたしました。引率に高砂校長、染谷先生、久喜 JC5 名、久喜 RC
4 名が同行いたしました。本日は参加頂きました高砂校長先生と
斎藤洸河君に報告をお願いいたしました。宜しくお願いいたします。
柴崎牧場内

〔卓話〕「夏休み体験学習 in 野辺地 2016」に参加して
高砂光延様「野辺地町訪問報告」
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本多博士提唱 日本最古の鉄道防雪林
諏訪牧場・ブルーベリー摘み

〔幹事報告〕天野正幸 幹事
＊ロータリー財団 100 周年記念横断幕・パネル貸し出しのご案内
＊次回例会

25 日（木） 夜間例会 大浜

送迎バス 久喜 au 前

18：00

8 月誕生祝

17：30

＊大震災から 5 年、感動のドキュメンタリー映画 上映会のご案内
久喜総合文化会館 大ホール
8 月 29 日（月） 開場 13：30 開演 14：00 閉演 16：00
埼玉県倫理法人会主催 「サンマとカタール」女川つながる人々
〔スマイル報告〕新井 博 SAA
☆昨日市役所で無事贈呈してまいりました：倉持政宏
☆高砂校長先生、斎藤君ようこそ：野口はやみ・加藤久雄
☆ご先祖が 招く客は 皆同じ 再会祈りて また来年も：福田喜美夫
☆欠席のお詫び：髙木 学・松崎 宏・大塚 勉
☆本日もよろしく：伴 光治
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〔出席報告〕 出席委員会 飯島誉夫委員長
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