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例会日：毎週木曜日 12：30～13：30
例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３
事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F
会長
松崎 宏
幹事 進藤和夫
会報委員
多田和男・高木学・田村盛良
松永元彦・大島修一

“Be a gift to the world”
K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長

点鐘
ソング

手に手つないで斉唱

〔会長挨拶〕松崎

四つのテスト唱和

宏会長
皆さんこんにちは。本日の例会は、第７グループガバナー補佐の近藤様、第７グ
ループ幹事の富田様にお越しいただきました。また、米山奨学生の代さんをお迎え
しての例会となります。後ほど、ガバナー補佐の近藤様にはご挨拶をお願いします。
私の年度も残り少なくなってきましたが最後まで自分に与えられた職務を、力を

抜くことなく努力して行きますので宜しくお願いします。

〔お客様紹介〕倉持政宏副会長
RI2770 地区第７グループ

ガバナー補佐

〃

グループ 幹事

米山奨学生：代

莉（ダイ リ）様

近藤敬男様（蓮田 RC）
富田

穣様（蓮田 RC）

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：皆様今日は、故郷から持ってきたダッタンそば茶をいれていただきました。
ダッタンそば茶は高い山麓地区で育て、ビタミン E などが豊富で、糖尿病・高血圧
症・胃腸病・動脈硬化に効果があり、抗酸化作用・抗腫瘍作用・血圧降下作用など
があると言われています。皆様どうぞお召し上がり下さい。
それから、梅雨に入りましたので、天気が良かったり悪かったりと、天候がぐずつ
くことがありますので、お体の調整にお気をつけ下さい。

〔お客様挨拶〕
ガバナー補佐

近藤敬男様
久喜クラブの皆様には一年間大変お世話様になりました。お陰様で無事大役を務め終
えることが出来ます。松崎会長はじめ皆様に感謝申し上げます。
いろいろと報告したいことはございますが、増強についてお話しさせていただきま
す。当地区では前年度 299 名増を掲げましたが結果的に純増 18 名でした。今年度は

180 名を目標といたしましたが現在純増 70 名です。私ども第 7 グループは幸手、幸手中央が各 5 名、
栗橋 1 名、久喜 3 名、蓮田 3 名の 16 名が入会しました。現在のところ純増 12 名になっております。
地区の中では第 4 グループに次いで第 2 位の成績です。最後まで皆様のご協力をお願いいたします。
終わりに、久喜クラブの益々のご発展をご祈念申し上げご挨拶といたします。有難うございました。
グループ幹事

富田

穣様

久喜クラブの皆様には一年間近藤ガバナー補佐をお支えいただき感謝申し上げます。
有難うございました。

〔幹事報告〕進藤和夫幹事
＊次回 16 日例会のご案内：次年度クラブ協議会
＊2012 学年度の米山奨学生

兪洪欽さんよりメール・写真が来ましたのでご紹介します。

「家族の皆様とクラブの皆様お元気ですか？
いつかカナダに遊びに来ることをお待ちしております。
皆様のご恩は忘れません。
いつかお返しできるように、頑張ります。」

SAA

〔スマイル報告〕金田仁志

☆一年間大変お世話になりました：第７グループガバナー補佐

近藤敬男様

☆近藤ガバナー補佐に対しご協力ありがとうございました：グループ幹事
☆近藤ガバナー補佐・富田グループ幹事
伴光治・野原宏・和田義雄

富田穣様

ようこそ、一年間有難うございました：松崎宏・

☆息子が結婚しました：倉持政宏

☆商工会マスターズ大会準優勝しました：飯島誉夫

☆欠席のお詫び：金澤利幸・鈴木弘道・大塚勉

☆なかなか例会出席できず申し訳ございません。本日もよろしくお願いします：冨田英則
（敬称略・順不同）

〔出席報告〕

出席委員会

新井

本日出欠
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松崎

宏会長
クラブ協議会を開催いたします。
進藤幹事から順次発表をよろしくお願いいたします。
進藤和夫幹事
一年間、会員の皆様のご理解とご協力を頂き無事に幹事の役を務めさせていただきま
した。有難うございました。

クラブ管理運営部門

倉持政宏委員長

この部門は、出席・プログラム・友好クラブ・親睦活動の４委員会です。各委員長さん
よろしくお願い致します。
プログラム委員会

尾崎敏彦委員長

会長方針に基づき、入会 3 年未満の会員の卓話を重点的に行いました。
外部の卓話が少なかったことが反省点です。

出席委員会

新井

博委員長

欠席されている会員さんの所へは書類を届けて出席を促しました。出席率目標 90％を掲
げましたが、達成できませんでした。
友好クラブ委員会

加藤久雄委員長

7 月 28 日～30 日まで、野辺地町から馬門小学校児童 20 名、校長先生、PTA 役員 3 名、
野辺地 RC5 名の皆様が来訪、菖蒲小学校児童との交流会、歓迎例会、埼玉古墳群、埼玉
スタジアム（浦和レッズ戦）、本多静六資料室（三箇小、菖蒲庁舎）鉄道博物館等見学。
11 月 28 日、野辺地ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・祝賀会に 18 名参加。
親睦活動委員会

天野正幸委員長

夜間例会・誕生祝・美川憲一クリスマスディナーショー・一泊旅行は米山梅吉記念館の見
学・と皆様のご協力により無事終了、本年度最後のゴルフ・観光を残すのみとなりました。
大勢の方のご参加を頂きました。一年間ありがとうございました。
SAA

金田仁志委員長
例会が円滑で有意義なかつ楽しい例会になるように会場設営から片付けまで徹底して行う。
SAA の委員さんのご協力を得て一年間無事に終わることが出来ます。有難うございました。
例会 5 分前「江戸小話」で、会場の雰囲気を和やかにできたらと思い取り入れてみました。

いかがでしたでしょうか。
会員増強維持部門
研修委員会

野原

宏委員長

新入会員に対するオリエンテーションと親睦会を開催：先輩の方々・3 年未満の会員を交
えて研修懇親会に大勢のご出席を頂きました。
クラブ広報部門

飯島誉夫委員長

広報情報・会報・雑誌の 3 委員会です。
この部門は、世界、地域内でのロータリーの活動をいかに伝えられるか、また会員への情
報発信（ロータリーの友・週報）です。
広報情報委員会

正倉勝治委員長

地域への具体的な活動があまり伝えらえなかった。積極的な PR が大事だと思います。
インターネット・ホームページの利用：講習会を行いました。
再度の講習会を
雑誌委員会

鈴木弘道委員長
「ロータリーの友」はロータリーに関する情報の宝庫です。この雑誌に関心を持って頂く
ように「毎月第 1 例会に「ロータリーの友」の記事を紹介。
購読だけでなく投稿も（友愛の広場・アットワーク・等々）今後よろしくお願いします。

ロータリー財団部門

金沢利幸委員長

財団ポリオ・米山奨学の 2 委員会です。
この部門は、活動資源となる寄付を集める役割と奉仕活動の資金を提供する補助金を活
用しクラブ運営、活動の活性に努める。

財団・ポリオ委員会

平澤道男委員長

ロータリー財団寄付金

会員一人 200 ドル

ポリプラス寄付金

会員一人 50 ドル

会員の皆様には、ご協力を頂き有難うございます。目標達成まであと少しです。
引き続きご協力をよろしくお願い致します。
米山奨学委員会

伴

光治委員長

本年度は、米山月間が 10 月と 3 月の 2 回でした。月間の例会時に 100 円募金運動を行
いました。米山記念館へ 10 月の時は送金、3 月は直接お届けしました。
寄付金の目標額は、お陰様で達成いたしました。有難うございました。
2015 学年の藍立明米山奨学生、3 月に卒業。4 月から 2016 学年の代莉米山奨学生を受
け入れお世話することになりました。
奉仕プロジェクト部門
職業奉仕委員会：職場訪問（夢川学園）・地区役員卓話
社会奉仕委員会：献血運動・久喜市特別支援合同遠足への支援・認知症サポート講習会・
久喜市民まつり・菖蒲産業祭・ごみゼロクリーン久喜市民運動
東日本復興支援コンサート（南相馬聖愛保育園ツリーハウス支援
国際奉仕委員会：国際奉仕プロジェクト参加（フィリピン

110 万円）・

カルーカルシランガン RC 224,000 円）

国際大会（韓国ソウル）7 名参加
青少年委員会：久喜北陽高校インターアクト支援・韓国訪日団受け入れ・韓国訪問 3 名
以上をもちましてクラブ協議会を終了致します。ありがとうございました。

～江戸小話～

浅草の観音

浅草の観音様の仁王様は立派な体つきで
健康そのものである。
昔の言い伝えで、紙を噛んで仁王様の体へぶつけて祈ると
紙が当たった所が丈夫になると言われている。
ある夫婦が仁王様の前に来た。
亭主が紙を噛んで仁王様めがけて投げると
仁王様のへそのあたりに当たった。
その途端、女房がそっと亭主に
「もう少し下の方が良かったのに。
」
ちゃんちゃん
次回例

６月１６日（木）

通常例会 点鐘 １２：３０
クラブ協議会 次年度

皆さんの出席をお願いいたします。

SAA

会場

三高サロン

出席委員会

