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  お客様紹介 大塚副会長                            

 

 

 

 

 

 

 

池田ガバナー補佐、 

針ヶ代補佐幹事 

ようこそおいで下さいまし

た。 

 今月は、中川ガバナー

の公式訪問がありますので、まずはそれに向けて失礼の

無いようにまた、久喜クラブは地区の中でも真面目に一

生懸命やっているクラブですよと感じてもらえるようにお迎

えしたいと思っております。本日は池田補佐のご指導よ

ろしくお願い申し上げます。 

 さて、一昨日大浜さんで家庭集会を行ないました。内

容は久喜市民まつり、菖蒲産業祭、１２月のクリスマ

ス例会等の話です。今年度は野辺地ロータリーの参加

はありませんが、野辺地の物産販売は行ないます。例

年同様、帆立の串焼き、帆立の旨飯の素などの物産

を売りますのでメンバーの皆さんご協力をお願い致します。

またプカプカ浮き物すくいも子どもたちに大好評ですので、

継続し、収益はチャリティーに回したいと思います。 

 菖蒲の産業祭もおせんべいの実演販売を行ないます。

メンバーの皆さんにも大勢参加してもらいたいと思ってお

ります。当日、終わりましたらご苦労さん会をいたします

ので、是非ご参加ください。 

 前回の夜間例会で、新入会員の話をさせていただき

ましたが、本日の例会前に、諏訪丈晴さんと蓮実修司

さんが来てくださいました。どうしても会社の予定が入って

いるので、例会まで居られませんが池田補佐や皆さんに

宜しくとの伝言を頂いております。改めまして吉田さん本

日はお越しいただきましてありがとうございます。メンバー

の皆さんはもとより、池田補佐も喜んでいます。 

 初めは戸惑うところもあるかもしれませんが、世界のロ

ータリーですのでいっしょに頑張りましょう。上半期でなん

とか初めの目標であります５人が見えてきました。 

池田補佐は栗橋クラブの穴埋めとしてあと３人と言って

いますので、後半も頑張っていきたいと思っています。 

 最後になりますが、中川ガバナーの目標でもありますマ

イロータリーの登録と財団米山の寄附も達成したいと思

いますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

 ビー・ザ・インスピレーション  

 久喜クラブを発奮させて、鼓舞していきましょう。 

 本日もよろしくお願い申し上げます。 

会長：夢川善裕  幹事：服部智也 

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 

 

会長挨拶：夢川善裕 会長 

 

本日のお客様 

 
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） 
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            ガバナー公式訪問について       第７グループガバナー補佐 池田岩夫様 

 来週は、ガバナー公式訪問。宜しくお願いします。ガバナーが、東京ロータリー１００周年記念の黄金の 

     ゴングを持参されます。いつもの例会と同じにお願いします。 

 国際大会 ハンブルグ ６月１日～ 是非、ご参加ください。 

 増強について 多くの方をお誘いください。 

 My Rotary登録について 地区大会までに 100%を目指して 

 ペットボトルの回収のご協力を！ 

 地区大会 11月 10日・11日 クラブ紹介では会員全員が壇上に 

 第 7 グループ IM について 2月 16日 全員登録 

   〃     ゴルフコンペ 3月 たくさんの方のご参加お待ちしております！ 

 
 

 会報・雑誌委員会 加藤委員長・・・ 「ロータリーの友」１０月号 １０月は米山月間です。  

  横Ｐ：Ｐ１３～２０ 「よねやまだより」 米山梅吉翁生誕１５０年 

  縦Ｐ：Ｐ２２ 米山梅吉翁の生涯を米山学友、奨学生が熱演 

  Ｐ９～１２ 「クラブを訪ねて 」 大阪堂島ＲＣ例会を月２回にする決断。  

  １００歳の長老会員が理解を示す。 

  国際奉仕委員会 高橋委員…9月 30（日）～10月 3日（水） 

                    フィリピン事前検証に行ってきました。 

 社会奉仕委員会 木村委員長…１０月２１日（日）  

                      久喜市民まつりにご協力お願いします。 

 

久喜市民まつりについて 

 日時：10月 21日（日）10:00～16:00 

 会場：久喜駅西口 

 【久喜ロータリー出店について】 

  ・野辺地町海産物の販売 ①帆立串焼き ②帆立旨飯の素 2合用 

  ・子供向け ぷかぷか人形すくい  ・ポリオ募金 ＊粗品の用意 

  【パレードについて】  参加者して頂ける方は、久喜中学校に集合 

  久喜中学校 am8:30出発  ⇒⇒⇒ 久喜駅まで  

 【準備について】 ロータリーブース集合 準備開始 8時～ 

     ＊当日、会員の皆様は、久喜ロータリークラブの白いウインドブレーカーをご着用ください。 

委員会報告 

 

誕生祝い 

 

鈴木弘道 会員                                     

毎朝６時から健康のため

に歩いています！ 

田口博康 会員                                     

元気でやっていけるのは

ありがたいと思います。 

渡辺里史 会員                                     

オリンピックの年に生まれて

54歳になりました。 

卓話 

 

毎年 

大好評！ 

ほたて串焼き 
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★池田ガバナー補佐、張ケ代グループ幹事：本日はよろしくお願いします。 

★夢川会員、鈴木（弘）会員、伴会員、加藤会員、進藤会員、野口会員、 

 倉持会員、木村会員：池田ガバナー補佐、今日はよろしくお願いします。 

★田口会員：誕生祝いありがとうございました。  

 ★天野会員、冨田会員、小柳会員：本日も宜しくお願いします。   

 （敬称略・順不同）                                                                   
10/4 本日の合計 34,500円 

 

 

 

      

＜例会案内＞  

月 日 例会 卓 話 会場・時間 

10 

11（木）   ガバナー公式訪問 三高サロン 

18（木）   休会  ＊今回の市民まつりには、野辺地 RC の参加がない為、歓迎夜間例会はありません。 

21（日）   久喜市民まつり 
久喜駅西口 

10:00~16:00 

25（木）   ⇒ 21日に振替 ― 

 ＜今後の予定・その他＞   

月 日  会場・時間 

10 
4（木） 

職業奉仕セミナー  テーマ「夢はかたるもの」  

 講師 神田正氏（ラーメンチェーン日高屋社長）（木村、高橋） 

パレスホテル 

17時～18時 50分 

15（月） 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペ （8名参加） プレステージ c.c. 
 

11月 10日（土） 地区大会 大宮ソニック  

    11日（日） クラブ紹介 全員壇上へ  

  ＊13時半に会場内の第 7 グループの席へお越しください。＊現地集合・解散 

  ＊19時～大宮ソニック周辺で懇親会。 

12月 15日（土）クリスマス例会 大宮パレスホテル 19時～ 岩崎宏美クリスマスディナーショー 

＊お知らせ 久喜ロータリークラブのホームページが新しくなりました。 
 

 

 

   

 

 

 

スマイル報告 

ロータリーレート 10月 1 ドル＝112円 

 

出席委員 飯島委員長 

 

 

 

 

 

服部 幹事 

 

 

 

 

 

幹事報告 
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スマイル報告 

定員 免除 出席 ＭＵ 欠席 出席率 

48名 11 28 2 7 81.08％ 
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