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　今回号の概要
　年次総会及びクラブフォーラムです。

お客様は ボーイスカウト三郷連絡協議会 会長の谷口昭作様と事務局長の柏倉満様 そして

 第880回例会次第
 　１．開　会　加藤地次会員
 　１．点　鐘　大井巳喜彦会長
 　１．ロータリーソング「奉仕の理想」

　お客様は　ボーイスカウト三郷連絡協議会 会長の谷口昭作様と事務局長の柏倉満様、そして
　みさとシティハーフマラソン実行委員会　委員長の豊田幹雄様です。

　 １．会長挨拶　大井巳喜彦会長
　　みなさんこんばんは。本日は年次総会ということですが、出席者が少
　ないようです。
　　本日はお客様として、ボーイスカウト三郷連絡協議会の谷口昭作会長
　、事務局長の柏倉満様、みさとシティハーフマラソン実行委員会　委員長
　の豊田幹雄様です。後ほどご挨拶していただきます。

現在は、世界同時不況で、スポーツ・文化が危険な状態になってきて　　現在は、世界同時不況で、スポ ツ 文化が危険な状態になってきて
　おります。ホンダがＦ１から撤退したり、みなさんが財布の紐を堅くしてお

　かれこれ７年前から行っており、感謝されています。

　り、外食産業などは夜の８時を過ぎますと、がらがらになっています。
　　ここで、アメリカのビッグ３がおかしくなると、５人に一人が失業すると
　いうことになり、世界大恐慌が心配されます。
　　今日、吉川警察署のプランターにパンジーの種植えをしてきました。あそ
　こに花があるということは、訪れる人の心を和ませてくれるということで、

　かれこれ７年前から行っており、感謝されています。
　　今日は年一回の年次総会ということで、次年度の理事・役員を決めさせていただきます。
　　豊田様には書き損じはがきをたくさんいただきまして、ありがとうございます。これから、封筒を各町会
　に配って、来年に回収していきます。会員の皆様には、またいろいろお手伝いを頂きたいと思います。

幹事報告は巻末に添付
 　１．幹事報告　見付春雄幹事

第８８０回



委員会報告ではないのですが 台北博愛ＲＣの遊先生が息子さんと
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　 １．委員会報告　
　　浅賀紀一会員

　　委員会報告ではないのですが、台北博愛ＲＣの遊先生が息子さんと
　来日するとのことです。日程は12日から15日です。私と高橋さんで同行
　する予定です。13日に亀戸で映画の試写会に行くそうです。台湾の金山
　の場面があるそうで、遊先生のお父さんが金山で場長だったので、撮影
　に協力したそうです。
　　一応、報告させていただきます。

　　田中欣一会員

　プライス記念チャリティーの出席者がまだ70名ほどしか集まっていないの
　　地区のほうから連絡が来ているのですが、ＭＧＳプロジェクトリーダーの

　で、一人でも多くの会員に参加して欲しいという依頼がきています。
　　12月20日の土曜日です。時間は２時から４時30分までです。

　　宮田　博会員

　　昨日、市民まつりの反省会がありました。その時、決算報告が出ました
　ので、報告させていただきます。ので、報告さ て ただきます。
　　第２３回市民まつりへの繰越金が、おおそよですが210万円くらいです。
　　次回の市民まつりの際は、みなさん３時くらいまでは残っていただきたい
　という要望がありました。

　１．お客様挨拶
　　　ボーイスカウト三郷連絡協議会会長　谷口昭作様

　　こんばんは。日頃はウエンズディーのほうで、たいへんお世話になって
　おります。
　　本日はボーイスカウトの助成金のお願いでまいりました。経済情勢が

た ん厳し 折 すが よろしくお願 たします

　あったのですが、八木郷地区の第３団が休止状態になっております。
　　三郷の各団はロータリークラブとライオンズクラブの支援を受けていま
　すが、本日お伺いしたのは連絡協議会という一本化した団体という立場
　です。よろしくお願いいたします。

　たいへん厳しい折ですが、よろしくお願いいたします。
    ボーイスカウトの現状を少しお話しさせていただきます。以前は４個団

第８８０回



　　ボーイスカウト三郷連絡協議会事務局長　柏倉　満様

第８８０回

　　みなさんこんばんは。現在、私は第１団の育成会長を星さんの後をつい
　で、やっております。また、連絡協議会の方では、事務局長として活動

しております 以前私が第３団の団委員長していたとき 谷津さんが　しております。以前私が第３団の団委員長していたとき、谷津さんが
　隊長をしていた次期がありました。しかし、戸ケ崎・鷹野・高洲方面で
　子供が減ってしまい、現在は休止しています。最近は少しずつですが
　子供も増えてきているようです。特に、彦成やさつき平が多いような気
　がしますが、団地内ではそうでもないようです。
　　スカウトになる子供も隊長のなり手もすくない状況ですが、３個団で
　一生懸命頑張っておりますので、みなさんのお孫さんになると思うので

すが、紹介していただけると助かります。現在は女子も入隊できるよう

みさとシティハーフマラソン実行委員会　委員長の豊田幹雄様
　　みなさんこんばんは。きょうは例会の貴重な時間をお借りしまして、シティ

　　よろしくお願いいたします。

　すが、紹介していただけると助かります。現在は女子も入隊できるよう
　になっております。

　　みなさんこんばんは。きょうは例会の貴重な時間をお借りしまして、シティ
　ハーフマラソン大会のＰＲと、協賛金のお願いに参りました。
　　今回は２月１日に第40回の大会を迎えます。今年は２月３日に開催し
　たのですが、雪のため中止となり、あたふたし、皆様にご迷惑をお掛け
　しました。今回は東海大学の学生で、箱根駅伝を走る方も参加します。
　　来年は2,500名を予定し、募集しています。ふるって参加していただけ
　ると、助かります。
　　ポスターもお持ちしましたので、事業所に張っていただいて、ＰＲしてい

　『ここから年次総会となります』
　　　　大井巳喜彦会長より、前年に承認をうけた加藤英泉会長エレクトの再承認を問う発言があり、

ポ タ もお持ちしましたので、事業所に張 て ただ て、 して
　ただけますようお願いいたします。

　　　定足数の確認がまず行われました。委任状の提出が６名あり、１／３以上の出席ということで
　　　有効に総会が成立することが確認されました。
　　　　中村正勝会員から休会届けが、１２月５日付けで提出されている報告がありました。

　議題１．加藤英泉会長エレクトを2009-2010年度の会長とする案
　　　　　　大井巳喜彦会長が議題１．を会員にはかったところ、賛成多数で可決されました。

　　承認をうけました加藤英泉会長エレクトの挨拶
　　改めまして、こんばんは。次年度もあと半年に迫ってきました。
　皆様のご協力を受けながら、頑張っていきたいと思いますので
　よろしくお願いします。谷津幹事には、いろいろ迷惑を掛けると
　思いますが、よろしくお願いします。
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　すので、よろしくお願いします。時には聞きにくいことも言いま

第８８０回

　加藤英泉次年度会長より、次年度幹事の谷津茂男会員の紹介があり、同会員より挨拶あり。
　
　　加藤英泉次年度会長の陰ひなたとなり、憎まれ役をやりま

　すけど、よろしくお願いします。

　ました。他にも候補者が多数いるなか、順番だとかでした。
　　まだ時間もありますので、会長ができるような体勢を取って

いきたいと思いますので よろしくお願いします

　次年度会長ノミニーをお受けいただきました沖　良男会員からの挨拶

　　先日、パスト会長のみなさんにお越し頂き、要請をいただき

　加藤英泉次年度会長より、次年度役員・理事・委員長の承認を求める案の提出（承認）

　いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○会 長 加藤英泉(役員) ○直前会長 大井巳喜彦（理事）　○会　　長　　　　　　加藤英泉(役員)　
　○会長エレクト   　 沖　良男（役員）
　○幹　事　　　    　　谷津茂男（役員）
　○副幹事　　　   　　未　定（役員）
　○ＳＡＡ　　　   　　　山下勝矢（役員）
　○会　計　　　    　　牛尾克己（役員）
  ○副会長　           西藤　新（役員）

○直前会長 　　　　　　大井巳喜彦（理事）
○会員増強委員長　　　金澤久雄（理事）
○親睦委員長       　   浜田一夫（理事）
○職業奉仕委員長　　　中野忠男（理事）
○社会奉仕委員長　　　宮田　博（理事）
○国際奉仕委員長　　　浅賀紀一（理事）
○プログラム委員長　 　見付春雄（理事）
○会報・ＩＴ委員長 千代田幸久（理事）

・職業奉仕委員会 中野忠男

○会報・ＩＴ委員長      　千代田幸久（理事）
　○会員増強常任委員会　　　　　　　　　　　 中村智英
　　　・会員増強委員会　　　　　　　　　　　　　金澤久雄
　　　・会員選考委員会　　　　　　　　　　　　　松井克彦
　　　・職業分類委員会　　　　　　　　　　　　　永井　泰
　　　・Ｒ情報会員研修委員会　　　　　　　　　田中欣一
　　○クラブ奉仕プロジェクト常任委員会　　　沖　良男
　　　・職業奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　中野忠男

　　　・環境保全委員会　　　　　　　　　　　　　加藤地次
　　　・国際奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　浅賀紀一
　　○新世代育成常任委員会　　　　　　　　　原口健作
　　　・ライラ委員会　　　　　　　　　　　　　　　　酒井幸晴
　　　・ロータリー財団委員会　　　　　　　　　　大井巳喜彦
　　　・米山記念奨学委員会　　　　　　　　　　片野秀臣

　　　・社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　　宮田　博

　　　・親睦委員会　　　　　　　　　　　　　　　　浜田一夫

　　　 米山記念奨学委員会　　　　　　　　　　片野秀臣
　　○クラブ広報・運営常任委員会　　　　　　伊藤　隆
　　　・会報・ＩＴ委員会　　　　　　　　　　　　　　千代田幸久
　　○クラブ管理・運営常任委員会　　　　　　田中欣一
　　　・出席委員会　　　　　　　　　　　　　　　　岡田繁夫

　　　・会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 牛尾克己

　　　・プログラム委員会　　　　　　　　　　　　 見付春雄

第８８０回

　　　 会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 牛尾克己
　　　・会計監査　　　　　　　　　　　　　　　　　 酒井幸晴
　　○ＳＡＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山下勝矢



１．ニコニコＢＯＸ発表　加藤地次会員　　合計金額　17,000円

第８８０回

　「お客様ようこそ！今日、吉川警察署のプランターにパンジーの花の種を植え付けました。

伊藤 隆会員
　　吉川警察署をおとずれる人々の心を開いてくれると思います」

　大井巳喜彦会長　　

　加藤英泉会員
　「お客様、ようこそ」

　見付春雄会員
　「韓国GSEの皆様も無事帰りました。皆様によろしくお伝えくださいと言ってました」

　田中欣一会員

　「ひさしぶりの出席です」
　伊藤　隆会員

　「加藤・谷津年度、新役員・理事のご就任おめでとうございます」

　宮田　博会員

　酒井幸晴会員
　「お客様、こんばんは」
　　」
　加藤地次会員
　「お客様ようこそいらっしゃいました。青少年の育成をよろしくお願いいたします」

　「来週、休みます」

　 加藤 谷津年度、新役員 理事のご就任おめでとうございます」

　中村智英会員

　宮田　博会員

　その他ニコニコ協力者　岡田繁夫・西藤　新・沖　良男会員

　「大井・見付年度も年次総会が終わるともう折り返しですね。後半も頑張ってください」
　浅賀紀一会員
　「お客様ようこそ！ボーイスカウトには市民まつりでは駐車場係として、お世話になりました」

１．閉会の点鐘　大井巳喜彦会長



　　　1．　三郷市内関係からの報告

     　　　 ①　第32回　三郷市商工まつりご臨席のお礼状の受領

   　　　   ②　（社）三郷青年会議所様より『12月例会』出席に際しお礼状の受領

  　　　    ③　東部よみうり新聞社より『平成21年　賀詞名刺広告』のお願い

 　　　     ④　三郷市消防出初式について
　　日　時　1月11日（日）　午前10時～12時
　　場　所　三郷市早稲田5－4－1　三郷市文化会館前

   　　　   ⑤三郷鷹野小学校様より
　　『学校緑化コンクール日本一表彰記念式典のご案内』
　　日　時　平成21年1月8日（木）　1部　午前10時45分～午前11時30分
　　場　所　三郷市鷹野小学校体育館

　　　　　　⑥　三郷市より
　　『エコライフＤＡＹ2008埼玉』冬のキャンペーンの参加について

　　　2．ガバナー事務所からの報告

　　　　　　①　岩渕ガバナーより
　　１．公式訪問卓話会報用原稿の受領
　　２．退会防止
　　３．クリフ・ダクターマン元ＲＩ会長より『会員増強の要素』の資料の受領

　　　　　　②　第10グループ会長幹事会開催のご案内
　　日　時　　12月19日（金）　午後6時～
　　会　場　　福寿家　　会　費　　　7000円

　　　　　　③　職業奉仕研修会のご案内
　　日　時　　平成21年1月31日（土）　開会　午後2時
　　場　所　　　ラフレ　　さいたま　　登録料　1000円

      　　　④　R財団『地区補助金申請書』審査基準変更のお知らせ

    　　　  ⑤　MGSプロジェクトリーダー来日記念チャリティー報告会開催並びに振込先訂正のご案内
　　日　時　12月20日（土）午後2時～
　　場　所　　キュポラ4階　フランディア

平成20年12月9日

第880回　　幹事報告

幹事　見付春雄
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