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「ポリオ撲滅運動」のポケットティッシュが作成されました。
第10グループで、ポリ 　　当クラブの携帯用サイトが開設されています。
オ撲滅運動をアピール 　　例会予定や、例会場などが掲載されています。
するためにポケットテッ 　クラブメンバーは例会日の確認などに、ご利用ください。
シュを作成しました。 　お客様が来訪される際は、道案内としてご利用ください。
　今後、三郷市民まつ 　　ホームページにQRコードがありますので、携帯のバー

　コードリーダーで読み込んでいただくか、下記に直接ア
　クセスしてください。
    http://www.misatochuo-rc.com/i/

ます。

【第870回　例　会】 　(幹事報告続き)

例会次第
１．開会　　加藤地次会員
１．開会の点鐘　　大井巳喜彦会長
１．ロータリーソング　「我等の生業」
１．会長挨拶

10月は 「職業奉仕・米山月間」

　　　　                            染谷　良男様

                                    丸山　鳴（めい）様
　　2009-10年度　派遣国際親善奨学生

り等で、キャップや寄
付をいただいた時に
お礼に差し上げていき

　　第2770地区第10グループガバナー補佐

○開催日　9月30日（火）

 ③ ＧＳＥ韓国チームウエルカムパーティのご案内

10月4日にGSE韓国訪問団の壮行会に出席。

10月6日に移動例会として、桜小学校で、ポリオ撲滅

 ①　みさとシティハーフマラソン実行委員会様より

  「第４０回　みさとシティハーフマラソンの協賛について」

キャンペーンの式典。9時45分から10時15分まで。

岩渕ガバナーと染谷ガバナー補佐が来訪。埼玉新聞、

テプコケーブルTV等の取材あり。多くの会員の出席を

お願いします。

 ② 生活習慣病講演会のご案内

    10月18日(土)　午後1時30分　入場無料

   浦和県民健康センター　講師　松崎正一先生

　　2008-09年度　GSE研究交換団
　　　　　　　　　　　　　　　　　西宮　清夏様
○例会担当　SAA　加藤地次・沖　良男　会員

　　青少年野球連盟の開会式に出席し、補助金を贈呈

。始球式を行う。9月27日に「水と緑の環境フェスタ」に

参加し、パネル展示と、入会のしおりを掲示。

○会場　三郷市商工会館
○例会テーマ　「クラブフォーラム」増強について
○お客様

    浦和ロイヤルパインズホテル  登録料 1名 15,000円

    会  田中作次委員長より資料の受領

   ⑦ 地区ロータリー情報委員会よりNo.352　「友」インター

  11月13日(木) 18:00 「清水園」登録料 各クラブ 一万円

 ④ ロータリー財団地域セミナー開催のお知らせ

  のお願い及び「後援申請書」「開催要項」の受領

    平成21年2月11日(日)　場所　三郷市役所周辺

２．ガバナ事務所からの報告

 ①　RI日本事務局より10月よりレート106円に変更

１．幹事報告
１．三郷市内関係からの報告

     ついて

  ⑨ 2007-08年度 DDF収支報告書の受領

  バレ・ロワイヤル　登録料　10,000円

  ⑤ 第100回バーミンガム国際大会推進について国際大

  ⑥ 地区大会「ＲＩ会長代理を囲む昼食会のご案内」

    11月16日(日)  11:40　開演 

    さいたま市文化センター４階　多目的ホール

    登録料 1名　5,000円

     地区大会「ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会のご案内」

    11月15日(土) 18:00 開演

  ⑫ ロータリーファミリー（家族）登録制度導入のお願い

    ネット速報の受領

　⑧ 地区作成ポリオ撲滅キャンペーン用ポスター配布に

 ４．我がクラブからの報告

  ① インフォーマル　ミーティング開催のご案内

 ３．他クラブ様からの報告

  ① 三郷RC様より10月プログラムの受領

  ⑩ ロータリー囲碁同好会日本支部より「第７回　ロータ

     リー全国囲碁大会」開催のご案内

  ⑪ 広報セミナーにおいて西野七海さんの講演ポイント

    のご案内の受領

    11月1日(土)・2日(日)  伊豆方面

  ② 10月7日(火)の例会は、移動例会のため

   10月6日(月)　9:30 桜小学校　体育館

  ③ 第４回理事会開催のご案内

   10月6日（月）  18:00　　三郷駅前 「やっちゃば」

　　　　　　地区「ポリオ撲滅記念ゴルフ大会」

　9月29日（月）　地区のポリオ撲滅ゴルフ大会が大利根

　CCで開催されました。

　当クラブからは、中野忠男・中村智英・宮田　博・見付春雄

　会員が参加しました。

　レクサス・カップが11月に開催されるコースということで

　ラフは深く、グリーンは早く、皆さんはたいへんなご苦労を

　されたようです。

　その中で、宮田　博会員が（ハンデに恵まれて？）準優勝

　されたそうです。

　おめでとうございました！！

  11月19日(水)18:30～ ホテルグランパシフィック



ポリオ撲滅のポスタ

　文化人類学を目指したいと常々思っています。西宮さん
　礼儀作法しっかりと学んできて教えてください
　　　　　小　計　15,000円　　　合　計　314,000円

会員増強については、
会員一人一人が取り
組んでいかないと、増
やせるものではありま
せん。本日の例会に
参加した会員の中で
いったい何人の人が

　ークラブで開催された地区大会ポリオ撲滅記念ゴルフコン
　ペに参加してきました。ハンデに恵まれて準優勝しました。
　スコアは内緒です  沖良男会員 丸山鳴さん、人類学しっ
　かりと勉強してください。私も再び勉強する機会があったら

　た。丸山様、西宮様頑張って楽しんで行って来てください
　原口健作会員 ガバナー補佐染谷良男様卓話ありがとうご
　ざいます。連日お忙しいとは思いますが、身体に気をつけ
　て頑張ってください 宮田博会員 9月29日に大利根カントリ

　また、昨日のゴルフお疲れさんでした。中野さん、中村さん
　また、準優勝の宮田さんおめでとうございます。スコアは方
　は私から言えませんが、きっと素晴らしいスコアと思います
　加藤地次会員 染谷ガバナー補佐ようこそいらっしゃいまし

　ございます　酒井幸晴会員 雨ばかりで仕事になりません
　伊藤隆会員 久しぶりに出席致します　浅賀紀一会員 お
　客様ようこそ！米山月間です。みなさまのご協力よろしくお
　願いします　見付春雄会員 染谷ガバナー補佐ようこそ！

　ストの長男の益宏さんは、有力な会員候補ですので、時期
　をみて全員でお願いに行くようにしたいです。
　ニコニコボックス発表　沖　良男会員
　加藤英泉会員 染谷ガバナー補佐、お忙しい中ありがとう

　しょうか？有力な候補がいましたら、「入会のしおり」を持っ
　てどんどんアタックしていくようでないと、会員は増えていき
　ません。私も何人かに交渉しております。特に、故吉村パ

会員増強を行えたで

　卓話　会員増強について　中野忠男委員長

ュールに追われるようです。韓国は儒教の国で、上下関係
が厳しく、礼儀作法等においてもいろいろ気をつけなくては
ならないので、たいへんです。そして、韓国で学んだことを

な年はないのではないかと思っています。
今回は韓国のロータリーに携わるのですが、毎日のスケジ

て、前回の国際親善
と違った雰囲気で楽
しんでいます。
今年は、前回・今回

教壇に立てたときに、子供たちに伝えていきたいし、皆様
にも報告させていただたいと思います。私がいない間、寂
しがらないでくださいね(*^_^*)
韓国　水原市（スオン）
　名物　スオンカルビ

　華城（ファソン）ー世界文化遺産に登録されている
　名産　絹

　○2008-09年度　GSE研究交換団　　西宮清夏様
GSEのオリエンテー
ションが5回ありまし

外のことをもっと学びたいです。ボランティアにも興味があ
るので、オーストラリアのロータリーでは、病院から出るゴ
ミを減らす活動をしているそうなので、それにも携わってい
きたいと思っております。

た。オーストラリアのメルボルン大学に決定し、喜んでおり
ます。行ったら人類学を学びたいです。それには、大学の
試験に受かる必要がありますが。文化人類学を通して海

1回目に参加しまし

ありがとうございま
す。現在まで2回の
オリエンテーション
が開催されましたが、

　○2009-10年度　派遣国際親善奨学生　丸山鳴様
海外で学びながら
国際親善に関われ
る機会をいただき

されます。10月3日の会長・幹事会で、詳細は発表されます。
桜小学校の式典の写真に、コメントをつけて提出してくださ
い。ガバナー月信に掲載します。

ていただきたいとおっしゃいました。ポケットティッシュを第
10グループで10,000個作成しました。ひとクラブ2,000個
配布します。安価で製作できましたので、追加注文もお受
けします。12月1日に第10グループのゴルフコンペが開催

たポスターです。第１０グループでは5クラブ協同で、ポリオ
撲滅運動をしていこうということです。キャップ800個で、一
人の命が救えます。10月6日に桜小学校で式典が行われ
るという話を岩渕ガバナーにしましたら、是非とも参加させ

－ができております。

かかります。右側のポスターは日本R I が作成したもので、
1枚300円です。左側のブルーの方が、2770地区で作成し

注意してください。
6枚目からは300円

と海外に行けること
ができ、こんな幸せ

　出席率発表　　酒井幸晴委員長

無料ですが、ただし
注文をしないと送っ
てきませんので、

１．お客様挨拶　　
　○第10グループガバナー補佐　　染谷良男様

ひとクラブ5枚まで、

　会員数 25名　出席13名　欠席 10名  免除 2名 M.U 0名
　出席率　52%
　以前の出席率は当分の間、掲載いたしません。

　１．閉会点鐘

　「職業奉仕月間」
　ＲＩ理事会は、クラブだけではなく、各ロータリアンも、職業
　奉仕の理想を日常実践するように強調するために、毎年
　10月を特に職業奉仕に重点をしぼったプログラムを行う「
　職業奉仕月間」と定めた。 
　「職業奉仕月間」中、クラブに推奨する具体的活動には：
　1. 地区レベルの行事でロータリー・ボランティアを表彰す
      ること； 
  2. ロータリー親睦活動への参加を推進すること； 
  3.職業奉仕活動またはプロジェクトを提唱すること； 
  4.空席の職業分類に会員を入会させる会員増強活動。

　「米山月間」
　クラブはこの月に特に米山奨学事業の意義を深く認識し、 
　寄付金を募る活動をする。そのために米山奨学生や地
　区役員・委員の卓話を聞き、更に奨学会から提供される
　資料をもとにクラブ・フォーラムを開催したりすることが推
　奨されている。



　　写真で見る例会風景

　　　2009-10年度　国際親善奨学生 　　　　　2008-09年度　ＧＳＥ研究交換団
　　　　西宮　清夏様

　　　　　初代会長　伊藤　隆会員 　　　　　第6代会長　中野忠男会員 直前会長　宮田　博会員

　　　 会長エレクト　加藤英泉会員            第14代会長　　原口健作会員 第16代会長　浅賀紀一会員

　　　　　出席委員長　酒井幸晴会員 　　事務局　海老原さん

　　　　見付春雄幹事・大井巳喜彦会長 ガバナー補佐　染谷良男様

　　第10グループ　ガバナー補佐　
　　　　　　　染谷　良男様 　　　　丸山　鳴（めい）様

　　沖　良男会員　

（左）第11代会長　田中欣一会員

会長挨拶　大井巳喜彦会長 　　　　　　　幹事報告　見付幹事 　　　　　　SAA 加藤地次・沖　良男会員


