会長：夢川善裕

幹事：服部智也 会報：加藤久雄 斎藤文平 桐ケ谷正夫

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

福田 副幹事

～ ようこそ久喜ロータリークラブへ

第 7 グループガバナー補佐
池田岩夫様（幸手中央 RC）

【幸手 RC】
【幸手中央 RC】
光様

幸手 RC 会長
奈良俊一様

～

幸手中央 RC 会長
大橋秀樹様

幹事 小松原孔明様
幹事：石橋久充様、グループ幹事：張ヶ代宣広様、菅野秀

(有)ハウスパートナー
代表取締役 渡辺 里史様
奈良俊一様
～ 幸手 RC
奈良会長より ～

幸手 RC より参りました。皆様どうぞお導きをよろしくお願い申し上げます。久喜ＲＣ様には日頃からお世話になり、５０周年
記念式典には大勢の方に来て頂きありがとうございました。私会長になりまして、まだロータリー歴が浅く、皆さんにご迷惑をお掛
けするかと思いますが、この場をおかりしまして先にお詫び申し上げます。これからも宜しくお願いいたします。
幸手ＲＣは５２年に入り、今月２７日から台湾の姉妹クラブ桃園 RC へ短期交換留学ということで、６泊７日の日程で５
名の学生と行ってまいります。また、昨年は１年間の交換留学プログラムで台湾からの学生が来日し、我が家も２か月間のホ
ストファミリーをやっておりました。皆様もこれから国際的なことをやるかと思いますが、皆様のご協力がないとできないと思います。
これを機に、ご支援頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。
～ 幸手中央 RC 大橋会長より ～
皆様こんにちは。５月の２０周年式典には久喜の皆様にも多数ご臨席賜り誠にありがとうございました。７月に２１年目を迎
え、私が初めての２回目の会長となりました。今後は、新しい人が会長を出来るように体制を整えていきたいと思います。今年
度は、池田ガバナー補佐が地区に執行しまして、大変お世話になっております。また今日は、石橋幹事と菅野とで、久喜ＲＣ
の例会に出席させていただきました。来週が公式訪問で今は緊張しているところです。今後とも宜しくお付き合いお願いいあｔ
します。
～ (有)ハウスパートナ 渡辺里史様より ～
皆さんこんにちは。本日、この会にお招きいただき本当にありがとうございます。松崎さんより、お誘いをうけまして、本日参りました。
私、幼稚園はあけぼの東幼稚園で、これも何かの縁かと思います。会長のお母様の園長先生には大変お世話になりました。幼
稚園の時は、滑り台から○○をしまして、水をいれたバケツを持たされて、廊下に立たされたこともありました。ブランコの後ろにあ
る池に落ちて泳いだこともおりました。こんな私ですので、よくご検討いただきたいと思います。宜しくお願いいたします。
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会長挨拶：夢川善裕 会長

今年度、２回目の例会となりました。初めての例

する、激励す

会で会長所信挨拶などとプログラムにありましたので、

る、発奮させる

かなり緊張いたしましたがあとで何人かの先輩方に話

という意味なん

がわかりやすくて、良かったとお言葉を頂きほっとしたと

だそうですが、

ころでございます。

元はラテン語の

本日は、第７グループ担当の池田ガバナー補佐を

スパイアー（息吹）から来た言葉らしく中ｉｎにスパイ

お迎えし、また前回、交換留学生とお父さんお母さん、

ア吹き込むいわゆる人や物を生かす。活性化するという

米山奨学生の雷さんにお越しいただきましたが、

わけだそうです。

今回は、久喜北陽高等学校インターアクトクラブ顧

中川ガバナーは すべてはクラブの活性化のために

問の田中先生、久喜市立清く小学校校長の川羽

という事で、BE THA INSPIRATION を唱えています。

田先生にお越しいただいております。のちほどお二人

私たちも是非クラブの活性化のために頑張りましょう。

には今年度の活動費の補助金を久喜クラブよりお渡
ししたいと思います。

後ほど、補佐よりお話があると思いますが久喜クラブで
は、クラブ研修リーダーを研修委員長の鈴木さんに、マ

池田ガバナー補佐におかれましては、卓話の時間に

イロータリー担当のＩＴ係りを横山ＳＡＡ委員長にお

今年度のＲＩならびに地区についてお話をいただきま

願い致しました。ロータリーの研修とマイロータリーへの登

すので、よろしくお願い致します。

録を頑張って行なって行きたいと思いますので、どうぞよ

さて、私も池田補佐と同じくかなり頻繁に地区のセ

ろしくお願い申しあげます。

ミナーや会長幹事会に出席しております。年度初め

私の活動方針は、ロータリー活動を通して友情と奉

の７月は毎週末セミナーがありますが部門委員長、

仕を Exceed the Limit 限界を超えろとさせて

委員長と一緒にがんばって参加していきたいと思って

いただきました。自分で自分の限界を決めないで、ちょっ

おります。そしてその中で得られた情報につきましては、

と無理してやってみよう。前回は８０％を超える出席あ

少しでもメンバーの皆様にお伝えしていければと思って

りがとうございました。私は会長ですから当然ですが、み

おります。

なさんもちょっと無理して例会にでる。マイロータリーに登

皆さんはもちろん今年度のＲＩのスローガンはご存
知ですね。BE THA INSPIRATION です。
INSPIRATION（インスピレーション）はインスパイア

の名詞形で動詞形がインスパイアです。意味は、鼓舞

録したらネットの中に入ってみる。献血は出来なくても暑
くても献血会場に来て出席するということで頑張りましょ
う。
本日も、どうぞよろしくお願い申しあげます。

特別支援学級活動費寄付金 贈呈
本日は、多額の寄付金をいただきまして、ありがとうございます。この後、久喜市教育委員
会の研究会会長と教育長に報告させていただきたいと思います。ロータリークラブの皆様に
は、日頃より教育委員会にご支援頂いていることを存じており、感謝申し上げます。寄付金
は、9 月 11 日に行われます久喜市小中学校特別支援学級合同遠足で、主に乗り物券
代に当てさせていただきます。本市は、小中学校 34 校の内 32 校に特別支援学級がござ
います。そのうち、合同遠足には、児童生徒が 236 名、引率が 94 名の 330 名で実施い
久喜市清久小学校 校長
川羽田 恵美 様

たします。児童生徒が社会生活や集団生活に必要なものを高めるという目的とともに、同じ
中学校区、進学先が同じという、児童保護者の交流や親交を深める目的があります。子ど
もと保護者達も大変感謝し喜んでおります。本日は本当にありがとうございました。

KUKI R.C. WEEKLY

インターアクト部活動支援 贈呈
今年度もたくさんの助成金をいただきありがとうございます。現在は、2 年生 10 名で活動
しております。近年は、夏休みに東口商店街のお祭り、かるた大会でボランティア活動をして
おります。今後も、要請が増えれば、やっていきたいと思っております。少しでも、市の方に協
力し、活動していきたいと思います。今後とも、宜しくお願いいたします。

県立久喜北陽高校
インターアクト部顧問
田中佐和 様

表彰伝達

米山功労者 服部智也会員

委員会報告

友好クラブ委員会 野口委員長より

8 月 3 日（金）～5 日（日）夏休み体験教室 in 野辺地
菖蒲小 24 名参加

2018-19 年度 第 7 グループガバナー補佐
池田岩夫 様 （幸手中央 RC）
久喜クラブの皆さんこんにちは。本年中川年度に当第 7 グループの
ガバナー補佐を拝命しました、幸手中央クラブの池田岩夫です。
一年間よろしくお願いいたします。
今年の RI テーマは BE THA INSPIRATION をバリーラシン会長が
掲げられております。
中川高志ガバナーは地区運営方針 すべてはクラブ活性化のために －実り豊かな奉仕を目指して－とし、
地区重点目標の第一番目に 100 パーセントマイロータリーに登録 を挙げられており、以て全クラブのロータリー
賞へのチャレンジを提唱されております。
本日はご挨拶の訪問とさせていただき、各部門の目標数字につきましては会長幹事会におきまして、お願いする
所存です。
一年間夢川会長、服部幹事を中心に会員全員の協力で所期の目標であるクラブ活性化のために活動してい
ただきますよう、伏してお願いいたします。
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幹事報告：服部智也 幹事

例会案内
月
7

8

日

例会

26（木） 例会振替

卓 話

会 場

⇒ 28 日（土）へ

28（土） 社会奉仕活動 献血 10 時～16 時
誕生祝 ： 高木（学）会員、島先会員、
高木（容）会員、野口会員、菊地会員
2（木） 通常例会
卓話 ： 梅田市長
＊終了後、理事・役員会
9（木） 通常例会 卓話）竹下久喜ＪＣ理事長
16（木）

休会

23（木）

休会

久喜駅西口 （昼食：福本）
三高サロン
12 時 00 分～食事（随時）
12 時 30 分～点鐘

30（木） 親睦 納涼屋形船

＊別紙参照

今後の予定・その他
●地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ 10 月 15 日（月）プレステージカントリー 申込み 8 月 10 日まで
ロータリーレート
スマイル報告

7 月 1 ドル＝110 円

☆夢川会長：御来訪の皆様、メンバーの皆様、
本日も宜しくお願い致します
☆池田岩夫様：1 年間よろしくお願いします。

☆松崎会員、林会員、進藤会員、加藤会員、金澤会員、大塚会員、
倉持会員、野口会員、鈴木(弘)会員：

池田ガバナー補佐ようこそ、
1 年間よろしくお願いします。

☆斉藤(文)会員：池田ガバナー補夢川会長よろしくお願いします。
☆野原会員、伴会員、岡崎会員：本日も宜しくお願いします。
☆大橋様、石橋様、張ヶ代様、菅野様（幸手中央 RC）
：本日はお世話になります。
☆奈良様、小松原様（幸手 RC）：久喜 RC の皆様本日はよろしくお願いします。
☆福田会員：七夕も 思いかなわぬ

遠い人 願いをこめて

☆木村会員：欠席のお詫びです。 （敬称略・順不同）

出席報告

出席委員 飯島委員長
本日の出席率 ： 81.57％
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つるす タンザク

