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〔会長挨拶〕倉持政宏会長
皆さんこんにちは。 本日は来週の公式訪問例会のリハーサルとして、岩上
ガバナー補佐にお越しをいただいております。また、１月から事務局のお手伝
いを頂く赤沼様にもお越しいただいております。お二人には、本日はお忙しい
なかありがとうございました。そして先日の地区大会では、代様にも登壇いた
だきありがとうございました。
さて、先週の土曜日にインターアクトの担当先生とロータリーアンの懇談会
に出席してきました。当日は、野口はやみ地区青少年育成インターアクト委員が司会をされ、進藤和夫
地区青少年部門委員長予定者、天野正幸幹事、夢川善裕部門委員長と私の 5 名でいってまいりました。
春日丘高校の先生、OG、豊橋ローターアクトの OB の方々の貴重なお話がありました。OG の方は高校に
入学しクラブ選択で悩んでいたときインターアクトの張り紙を見て入ったそうです。人と話すのが苦手
だったそうですが、ボランティア活動で幼稚園児や老人ホームの方々と話され、三年生のときには、イ
ンターアクト大会のホストとして話ができるようになったそうです。私は、インターアクトとの皆さん
には寄付のお手伝いをして頂く時くらいしか見ておりませんでしたが、インターアクト、ローターアク
トのみなさんはその活動経験は一生のものとなるでしょうし、社会人になっても、インターアクトの時
の貴重な経験を生かされているようです。ロータリークラブが対外的に与えている影響の大きさを初め
て知った思いです。皆さんにもセミナー等に積極的参加していただき、私たちロータリークラブの社会
的なチカラを見てきては如何でしょうか。以上、会長挨拶とさせていただきます。

〔お客様紹介〕 中山登司男副会長
RI2770 地区 第７グループガバナー補佐 岩上幸二様（幸手 RC）
事務局予定者 赤沼教子様
米山奨学生 代 莉（ダイ リ）様 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：みなさまこんにちは、ご無沙汰しております。皆様が元気で何よりです。
今日は三つのことを皆
様にご報告いたします。
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〔お客様挨拶〕
岩上幸二様
皆様こんにちは。先日の合同例会では大変お世話様になりました。来週はい
よいよガバナー公式訪問です。ガバナーと公式に接触できる年に一回の機会で
す。大勢の会員さんの出席をお願いしたいと思います。例会の前に会長・幹事
懇談会があります。ガバナーはクラブの実情を聴取し、クラブ側は問題点を整
理しておき、お互いに忌憚のない討論を行います。例会ではガバナーの卓話で
その年度のＲＩ会長のテーマの解説、その実施について激励を含めたスピーチ
をパワーポイントで行います。浅水ガバナーは多趣味です。画面で見られますので楽しいのではないか
と思います。ついで、クラブ協議会が開かれます。ここで各委員長さんから奉仕活動が報告され、ガバ
ナーの指導が受けられます。質問事項等ございましたら、この機会に是非お願い致します。年度計画書
を朗読というのは避けてください。以上、公式訪問の概要を説明させて頂きました。有り難うございま
した。
赤沼教子様
皆様こんにちは、赤沼教子と申します。この度 1 月から仕事をさせて頂くこ
とになっています。自己紹介させて頂きます。家族は夫、子どもが 2 人、長男
高校 1 年、長女中学 2 年です。現在長男が青少年交換でデンマークに留学させ
て頂いております。実は、父が幸手クラブの会員でございまして私も高校生の
ころからロータリーに関わりがあって、記憶が定かではございませんが文化会
館での催しに参加した記憶がございます。事務局のお話をいただき何かのご縁
があるのかと思い、何もわかりませんのでご迷惑をおかけすることもあると思いますが、よろしくお願
い致します。

〔幹事報告〕天野正幸幹事
＊12 月例会案内
8 日（木）→ガバナー公式訪問例会 12：00 食事 12：30 開会

三高サロン

・12：30～13：00 例会セレモニー・13：00～13：30
卓話「RI テーマと地区運営」浅水ガバナー
・13：30～13：40 記念写真撮影 ・13：50～15：00 クラブ協議会
・15：00～懇親会
15 日（木）→通常例会 12：00～食事（随時） 12：30 開会点鐘

三高サロン

・卓話 第 2530 地区直前ガバナー 酒井善盛様
・年次総会
22 日（木）→夜間例会

18：00

なごみ

12 月誕生祝：正倉勝治・進藤和夫・大塚勉・松永元彦・高橋徳雄
送迎バス…菖蒲あやめ会館前 17：00 出発

久喜 au 前

17：30 出発

29 日（木）→休会
＊12 月レート変更：12 月 1 日より、1 ドル１０６円 （現行１０２円）
＊第 108 回 国際ロータリー年次大会 2017 年 6 月 11 日～14 日 アメリカ ジョージア州 アトランタ
アトランタに行こう
〇アメリカ南東部の独特の温かさと親しみを感じることのできる街、アトランタ。豊かな歴史とともに
築かれた街アトランタには、家族で楽しめるアトラクションもあります。「ワールド オブ コカコー
ラ」やジョージア水族館など、ご家族でお楽しみいただける見どころがいっぱい。
〇「レストランの夕べ」（ホスト組織委員会主催）で米南部料理に舌づつみ
〇キング牧師国立歴史地区で人権問題を考える
プログラムの紹介
〇会長主催平和会議
〇財団 100 周年の祝賀イベント
〇歴史的なフォックスシアター（Fox Theatre）で名画『風と共に去りぬ』の特別上映会
〔スマイル報告〕新井 博 SAA
☆岩上幸二ガバナー補佐：公式訪問前 1 週間でお邪魔しました。
☆岩上ガバナー補佐ようこそ：倉持政宏・林 明・野口はやみ
☆いつもお世話になります。先週の土曜日長男が結婚式を挙げました：冨田英則
☆3 回連続でべスグロで優勝しました。週末よりハワイに行って来ます：進藤和夫
☆新しい事務局さんお願いします：飯島誉夫
☆本日もよろしく：伴 光治・松崎 宏・金田仁志 ☆ゴルフ賞品遅れてすみません：天野正幸
☆欠席のお詫び：加藤久雄

（敬称略・順不同）
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クラブ協議会

公式訪問例会にむけて

１２月 8 日（木）公式訪問のクラブ協議会において
各部門委員長・各委員会委員長の皆様に発表をして頂
きますのでよろしくお願い致します。

ガバナー公式訪問

タイムスケジュール

時間

内容

11：00～12：00

ガバナーとの懇談会

浅水ガバナー・岩上補佐

12：00～12：30

食事

ガバナーお出迎え

12：30～13：00

例会セレモニー 開会点鐘・国歌斉唱・ソング・ロータリーの目的・四つのテスト

会長・副会長・幹事

全員で食事

お客様紹介・会長挨拶・委員会報告・幹事報告・スマイル報告・出席報告
13：00～13：30

卓話 RI テーマと地区運営

浅水ガバナー

閉会点鐘
13：30～13：40

記念写真撮影

13：40～15：00

クラブ協議会

進行 倉持会長

クラブ運営部門 中山委員長

飯島出席委員長・金澤プログラム委員長・野口友好

協議会準備

委員長・福田親睦活動委員長・新井 SAA 委員長
横山増強委員長・鈴木（弘）研修委員長

会員増強維持部門
進藤委員長
クラブ広報部門 大塚委員長

山中分類選考委員長
多田広報情報委員長・黒須会報委員長
高橋雑誌委員長

奉仕プロジェクト部門
夢川委員長
ロータリー財団部門
松崎委員長

15：00～

木村職業奉仕委員長・金田社会奉仕委員長
河野国際奉仕委員長・松永青少年委員長
伴

財団ポリオ委員長

尾崎米山奨学委員長

講評

浅水ガバナー・岩上ガバナー補佐

謝辞

倉持会長

懇親会

全員

◎例会・クラブ協議会・懇親会

何れも全員出席でお願い致します。

