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献血活動において厚生労働大臣感謝状 

 

 

会長：中山登司男、副会長：夢川善裕、幹事：黒須久雄 

例会日 毎週木曜日 12:30～13:30 （最終例会 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 

                                           

例会予告他 

8月 4 日（土）野辺地歓迎会＆交流会、夕食会 

8月 10日（木）ガバナー公式訪問 

8月 24日（木）夜間例会 きのえね 

★8月 17（木）･31日（木） 休会 

 

 

 

 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング 

３．会長挨拶  

４．誕生日祝い 

５．委員会報告 

６．幹事報告 

７．出席報告 

８．ニコニコ BOX 

９．閉会点鐘

 

 

 

 

皆さんこんにちは。

一年で一番暑い季

節となりました。その

ような中、今日も皆

さまには、８月の第

１回目の例会にご

出席くださいまして、

誠にありがとうございます。 

 さて、７月の例会では、前会長の倉持さん、例会で

幹事役をつとめていただき、誠にありがとうございました。

今月の例会では、金田さんが幹事代理を務めてくれま

す。また、７日に行われる「第７Ｇ会長幹事会」には、

副幹事の服部さんが黒須さんの代わりに出席してくれる

ことになっております。お二人には、いろいろとご苦労をお 

 

かけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ところで、７月２２日に久喜駅西口で実施されまし

た献血につきましては、先日の夜間例会におきまして、

皆さまにご報告いたしましたが、あらためてご協力に御礼

申し上げます。その後、２８日に私は、浦和の埼玉会

館で行われました、「彩の国さいたま、愛の献血助け合

いの集い」に出席してきました。この中で我が久喜ロータ

リークラブは、「厚生労働大臣感謝状」をいただきました。

これは、久喜ロータリークラブ４５年の歴史の中で積み

上げてきた、誇るべきもののひとつであります。 

次に、先日、九州北部での豪雨では、大変な災害

が発生しましたことを、みなさまご承知のことと思います。

それにつきまして、先日地区から義援金の要請がまいり

ました。そこで、我がクラブでは早速理事役員会にはか

り、地区からの要望どおり、会員一人当たり約 1,000

円、総額 50,000円義援金を贈ることを決定いたしま 

 

会長挨拶：中山登司男 会長 
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した。その財源につきましては、すでにある、東日本大震

災支援基金から支出させていただくことになりましたので、

ご報告申し上げます。 

 

結びに、明日行われる例会「野辺地町小学生歓

迎・交流会」への、皆さまの多くのご参加をお願い申し

上げまして、会長あいさつとさせていただきます。

◆地区執行役員補助金贈呈◆ 

ガ バ ナ ー 補 佐 林明会員 

青少年奉仕部門委員長 進藤和夫会員 

青少年育成・ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員 野口はやみ会員 

職 業 奉 仕 委 員 冨田英則会員 

ロ ー タ ア ク ト 委 員 高橋徳雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆誕生祝い◆ 

高木容会員 

 

 

 

 

 

 

島先良衛会員、高木学会員、 

野口はやみ会員、菊地雅之会員 

  ～おめでとうございます～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１週間の報告＞ 

◎「愛の献血助け合いの集い」および 

厚生労働大臣感謝状授賞式  

【日時】 7月 28日（金） 出席者：中山会長 

 

 

 

 

 

◎管理運営部門セミナー  

【日時】 7月 30日（日） 出席者：中山会長 

 

＜8 月 例 会 のご案 内 ＞  

日 例会 卓 話 会 場 

4 

例会：野辺地歓迎会・交流会 14:00～  

来賓：久喜市長 久喜市教育長 久喜青年会議所理事長 野辺地 RC、 

野辺地小学校長、PTA、児童、 ＊終了後（17:00～）大浜にて夕食会 

菖蒲小学校 

10 
ガバナー 

公式訪問 

12:00～例会場でお出迎え・食事 

12:30～例会セレモニー     
三高サロン 

24 夜間例会 
きのえね 18:00～ 

＊送迎バス＊（あやめ会館 17:00発→久喜 au前 17：30発） 

★8月 17日・31日 休会 

幹事報告：金田仁志 幹事（代） 

友好クラブ委員会：加藤久雄 会員 

8 月 4 日（金）～6 日（日）姉妹クラブ野辺地

RC と野辺地・小学生 5 名が来ます。参加できるから

は、ぜひ、ご協力お願いいたします。 

九州豪雨災害基金のための募金にご協力お願

いいたします 

社会職業奉仕委員会：福田喜美夫委員長 
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＜今後の予定・その他＞ 

日 程 行 事 

８月６日（日） ◎青少年奉仕部門セミナーのご案内  

受付 12:00～ 点鐘 13:00～ 終了 17:20  

【会場】 市民会館おおみや(小ホール) 

8月 4日（金） 

～6日（日） 

◎久喜市・野辺地町青少年交流事業 

１日目 ８月４日  14:00～ 交流会・歓迎会  【会場】 菖蒲小学校 

17:00～ 夕食会   【会場】 大浜 

2日目 8月 5日（土）東京見学 サッカー観戦 

3日目 8月 6日（日）鉄道博物館見学 

8月７日（月） ◎会長・幹事会 

10月 14日（土） ◎第 16回ロータリー全国囲碁大会のご案内  

受付 9:30～ 点鐘 17:00～20:20 

【会場】 浦和ワシントンホテル 

10月 16日（月） ◎地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案内  

【開催コース】 プレステージＣＣ 東・西コース（貸切） 

＊各クラブ 4名以上   ＊申し込み 8月 10日迄 

10月 27日（金） ◎職業奉仕セミナーのご案内  

受付 16:30～ 点鐘 17:00～20:20 

【会場】 浦和ワシントンホテル 

【テーマ】 「そうじから生まれる力とは」  

講師：小早祥一郎 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆中山登司男会員： 

来週の公式訪問例会には、多数の出席をお願い

します。 

☆高木容会員：誕生祝ありがとう。 

☆林明会員、伴光治会員：本日もよろしく。 

☆冨田英則会員：暑い日が続いていますが、 

8月もよろしくお願いします。

 

  

本日の合計  10,000円 

前回まで 130,000円 

累 計 140,000円 

 

ニコニコＢＯＸ：新井 博 SAA 出席報告：尾崎敏彦 出席委員長 

会員数 48 

免 除 14 

出 席 16 

ＭＵ 5 

欠 席 13 

出席率 61.76％ 

 

次回は、ガバナー公式訪問

です。大貫ガバナーを多くの

会員でお迎えしましょう。 

各委員長は、お声掛けを 

お願いします。 

目標：８０％以上！ 
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ようこそ！久喜へ 本多静六博士の母校へ 菖蒲小との交流会 

さいたまスタジアム 

明治神宮 

東京タワー 

公園の父・本多静六資料館 

松本楼で昼食 

日比谷公園 

友好クラブ野辺地ＲＣ夕食会 

友好クラブ委員会 

野口委員長 
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