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　今回号の概要
　今回は第10グループの「ＩＭ」特集です。
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　１．　登録受付開始　（１３：００）
　

　事務局　海老原さん、受付お疲れ様でした

　本日の参加者は、大井巳喜彦会長、見付春雄幹事
　松井克彦・中野忠男・中村智英・浅賀紀一・田中欣一

宮田 博・原口健作・加藤英泉・加藤地次・岡田繁夫宮田 博・原口健作・加藤英泉・加藤地次・岡田繁夫
　谷津茂男会員と松井克彦夫人・田中欣一夫人・原口
　健作夫人



１ 第1部 埼玉県立松伏高等学校吹奏楽部演奏 （１４：００～１４：４５）　１．第1部　埼玉県立松伏高等学校吹奏楽部演奏 （１４：００～１４：４５）

　　司会を担当した、加藤英泉会員

　さすがに全国大会で銅賞を受賞するクラブだけあり、
　ポピュラーなものからクラシックなものまで、見事な
　演奏で、会場の皆様を喜ばせていました。

振り付け付きの「崖の上のポニョ」

　演奏終了後、染谷良雄ガバナー補佐様
から、演奏の謝礼を授与されました。



　１．第２部　　式　典
　　○　点　鐘
　　○　国家斉唱
　　○　ロータリーソング　「奉仕の理想」
　　○　開会挨拶 ＩＭ実行委員長　吉川ＲＣ会長　豊田広様

松伏高等学校吹奏楽部
松伏高等学校吹奏楽部

第10グループ　ガバナー補佐　染谷良雄様

開会の点鐘　染谷ガバナー補佐様 ソングリーダー　松伏ＲＣ会長EL　大塚節子様

演奏　松伏高等学校吹奏楽部 開会挨拶　吉川ＲＣ会長　豊田広様

　１．ガバナー補佐挨拶　国際ロータリー第2770地区第10グループ　ガバナー補佐　染谷良雄様

　信されました。
岩渕均ガバナ は地区運営方針で 「人道的プ グラム 大きな課題です

　　第10グループ会員、そして御家族、ご友人、地域の皆様こんにちは。
　梅の花が咲き始まる2月、そして、週末の大変お忙しい中、第10グループ主
　催インターシティミーティングにお出かけを頂き、深く感謝申し上げます。
　　さて、李東建RI会長メッセージの必須事項の一つ、「子供の死亡率を低下
　させる奉仕プロジェクトを地元レベルまたは国際レベルで実施する。」が発

　岩渕均ガバナーは地区運営方針で、「人道的プログラム。大きな課題です
　が、できる事はある筈です。クラブ単位では難しいとしても、地区とクラブで、
　あるいはクラブ同士で協力すれば、“夢をかたちに”することは出来る筈」
　と言われ、それを受けて　第10グループでは、大きなテーマを掲げさせて
　頂きました。
　　　「ペットボトルキャップでポリオ撲滅へ」
　　世界の子供たちを救おうと、グループ内5クラブを中心に企業、市役所、

学校 ス パ と共にキャ プ回収活動を実施させて頂いております 2007年にポリオ撲滅運動として

　傾けるロータリーのひたむきな姿に感動し新たに補助金、2億5．500万ドル寄付されました事により、私
　達は更なるキャップ回収活動を実施したいと思います。キャップを400個焼却すると3150gのCO2が発生
　します。捨てればごみ、分けて生かせば資源になり子供の命が救えます。小さなキャップ1個から“夢を
　かたちに”しようではありませんか。
　　今後も継続的に第10グループ、5クラブが人道支援活動、社会奉仕活動を展開してまいりますので、

ご支援 ご協力を賜りますよう 心からお願い申し上げご挨拶と致します

　学校、スーパーと共にキャップ回収活動を実施させて頂いております。2007年にポリオ撲滅運動として
　ビル・ゲイツ財団がロータリーに対して1億ドルの寄付をされました。そしてポリオ撲滅を目指して努力を

　ご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げご挨拶と致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラムの原稿を引用しております。



　１．来賓紹介　　染谷ガバナー補佐様　
　　左より
　　　第２７７０地区ガバナー　　岩淵均様
　　　吉川市長　　　　　　　　　　戸張胤茂様
　　　松伏町長　　　　　　　　　　會田重雄様
　　　三郷副市長　　　　　　　 　山崎利吉様

パストガバナー　藤田亘弘様 直前ガバナー　中村靖治様　

米山奨学生・学友の皆さん

　１．ポリオ撲滅チャリティーゴルフ募金贈呈
岩淵均ガバナ に各クラブより チ リテ ゴルフで集ま た募金を贈呈

　米山奨学生 学友の皆さん

　　岩淵均ガバナーに各クラブより、チャリティーゴルフで集まった募金を贈呈

吉川ロータリークラブより 三郷ロータリークラブより

三郷ウエンズデーロータリークラブより 松伏ロータリークラブより



三郷中央ロータリークラブーより

１ 来賓挨拶　１．来賓挨拶

　おめでとうございます。染谷ガバナー補佐、豊田ＩＭ実行委員長
　を初めとする関係者の皆様には、ＩＭを設定していただいたこと
　に感謝申し上げます。
　　我々ロータリーは青少年の健全育成に力を注いでおり、音楽
　美術、野球やサッカー大会の主催をしております。

　　国際ロータリー第2770地区ガバナー　岩淵均様　（概要）
　　第10グループの皆様、インターシティーミーティングの開催

　の活動を他のクラブに知らせることも活性化に繋がると思い、
　ガバナー月信に、各クラブの活動状況を写真と共に掲載しており
　ます。

　美術、野球やサッカ 大会の主催をしております。
　　第２部におきましては、各クラブの活動報告がされますが、私

　　これからも月信に載せていきたいと思いますので、活動状況を
写真と メ トを合わ 送 ただきた と思 ます

　が昨年公式訪問をして感じたことは、どこのクラブも地域や国際
　的な奉仕活動が熱心に行われておりました。自分たちのクラブ

　より、ポリオ撲滅キャンペーンの資金集めとされているいるのと同時に、地球温暖化対策の一環である
　とのことです。それに加え、子供たちが小さいうちから、自分のしたことが世の中のためになるんだ、という
　意識を持つことは大事なことだと思いますし、人のために役立つ喜びを知ってもらうのも、大事なことだと
　思います。そういう子供たちが大きくなったときは、心の通った暖かい社会を築いてくれると、思います。

　写真とコメントを合わせて、送っていただきたいと思います。
　　第10グループにおきましては、ペットボトルのキャップ回収に



　来賓挨拶

来賓のご挨拶は写真のみの掲載とし,
挨拶内容は割愛させていただきます。

(左上)　吉川市長　　　戸張胤茂様
(上)　　 松伏町長　　　會田重雄様　
(左) 三郷副市長 山崎利吉様(左) 　 三郷副市長 　山崎利吉様

　グループ活動報告　　　第10グループガバナー補佐　　　染谷良雄様

　　染谷良雄ガバナー補佐様より、グループのポリオ撲滅キャンペーンの活動報告が、スライドを使用して
　説明がありました。



　三郷ロータリークラブ　　　　　　大熊正道会員
プ グ

　各クラブ活動報告　　（他クラブは報告をもとに活動内容のみを記載しております）

　1.　三郷ＲＣにとってメインプログラムになる、日韓児
　 童図画交流展の説明がありました。今年で第23回
 　になる。
　2. 韓国のトウシンクラブと姉妹締結を結び、交流を
　 している。
　3. 市民まつりでの、活動の説明があり、収益金は社
　会奉仕活動のために使用している。

4 花い ぱい運動にも参加　4. 花いっぱい運動にも参加。
　5.今年度、30周年を迎え、記念式典があります。

　三郷中央ロータリークラブ　　　宮田　博会員
　社会奉仕部門ですが、創立15周年記念事業として、
青色回転灯を付けたパトロールカーを走らせる事が
決定し、2005年3月13日から今日まで約４年間続ける
ことができました 中村･沖年度まで 365日一日の休

我がクラブの青パトは 応の役目を終えたということで この２月の車検を契機に 市内早稲田地区の
100を超える町会が55台を運行しております。

その間一度の事故も無く、1日平均17キロ、延べ約2万
1千キロ、延べ人数2,500人にて市内の安心・安全を守

みも無く運行し、2007年からの宮田・田中年度からは
平日のみの運行となっております。

る為のパトロールをすることが出来ました。
市内で 初に始めた青パトでしたが、現在市内では、

ことができました。中村･沖年度まで、365日一日の休

　我がクラブの青パトは一応の役目を終えたということで、この２月の車検を契機に、市内早稲田地区の
 自治会に寄贈することとなりました。
   次ぎに報告致しますのは、平成6年から継続しております、さいたまユネスコ協会と共催しての書き損じ
 ハガキの回収運動です。この運動は、未使用や書き損じたハガキを集めて郵便局で切手に交換し、それ
 を現金化してユネスコ協会に寄贈し、ネパールに学校建設の資金を提供するものです。
 今年度からは三郷市内での活用方法も考えていきたいと思っております
　今年度の事業としては、国際ロータリーのポリオ撲滅キャンペーンに賛同して始めたキャップ回収運動
 も着実な成果をあげています。昨年10月6日の三郷市立桜小学校での「ポリオ撲滅運動」記念式典には、
岩淵ガバナ 染谷ガバナ 補佐にもご臨席いただき 盛大に挙行できました

　三郷ウエンズデーロータリークラブ　　　堀切利雄会長

 岩淵ガバナー、染谷ガバナー補佐にもご臨席いただき、盛大に挙行できました。
　桜小学校だけでなくイトーヨーカ堂三郷店や市立彦成小学校にも回収ボックスを設置させていただき、
 １月末現在キャップ41万4千個、重さにして518キロの回収ができました。この量は約千人分のポリオワ
 クチンに相当すると言うことです。

  1. ペットボトルのキャップを収集している。
  2. 江戸川花火の観覧を振り替え例会に行った。
　3. 水と緑の環境フェスタに参画。汚い水を綺麗にする

装置を作 参加　装置を作って参加。
　4.市内の高齢者施設「悠久苑」を慰問。例会時に唱歌
　　を練習している。
  5. 三郷市民まつりに参加し、収益金の全てを三郷市
　　社会福祉協議会に寄付。

　松伏ロータリークラブ　　　　　　　　　　　金子一男会員
　1. ポリオ撲滅キャンペーン活動を行っている。
　2. 心身障害者の施設「かるがもセンター」を支援して
　　いる。去年はロッカー、今年は椅子を寄贈。クリスマ
　　スにはケーキをプレゼント。
　3. 待望の女性の新入会員がありました。
　4. 町内のＮＰＯ法人親子サポートぽっぽに助成。

5. 松伏町国際交流協会に協力。5. 松伏町国際交流協会に協力。



　吉川ロータリークラブ　　　　　　　　　　岡田勇作会員
　1. 吉川市に青パトを寄贈。
　2. 100%ポールハリスフェローを受けました。
　3. ポリオ撲滅運動として、市内数カ所に回収ＢＯＸを

設置。
　4. 私立図書館に本を寄贈。数年来行っている。
　5. 毎月、小学生を対象に理科教室を開催。
　6. 市民まつりに参加。
　7. さつき園のクリスマス会に参加し、プレゼントを
　　贈る。
　5. 寝台特急カシオペアで北海道の雪祭りに行った。

　設置。

　染谷良雄ガバナー補佐から飯島隆直前ガバナー補佐に記念品贈呈

　次年度ガバナー補佐紹介

三郷ロ タリ クラブ 大熊正道会員

　第10グループの染谷良雄ガバナー補佐から次期
　ガバナー補佐の紹介がありました。

　三郷ロータリークラブ 　　大熊正道会員

　「一年間、体をご自愛いただき、頑張ってください」

　次年度ガバナー補佐挨拶　大熊正道様

　少し肩の荷が下りたという話をされましたが、それを
　聞き、私の肩が日増しに重くなっております。
　　皆さんのご指導をいただきながら、精一杯頑張って
　いきたいと思います。
　　大塚次年度ガバナーは楽しく一年間やりましょう！

と と すが ガバ 補佐 役割はク ブと地

　　先日、染谷ガバナー補佐が例会に来られたとき、

　「ロータリーの未来はあなたの手の中に」

　とのことですが、ガバナー補佐の役割はクラブと地区
　の重要な情報伝達の役目ですので、次年度会長・
　幹事には、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
　　次年度ＲＩテーマ



　ガバナー講評
　　第１部、２部ともたいへん素晴らしい企画だったと
　思います。ポリオ撲滅運動は２０数年行っており、
　あと4カ国で世界から撲滅することが出来ます。

これは天然痘についで、人類２番目の偉業となりま

　　1,020,000個のキャップを回収したということは、
　今までに、二酸化炭素の排出量として８トンを削減
　したことになります。
　　各クラブの活動はどこもたいへん素晴らしく、市民
　祭りに参加して、ロータリーの公共的イメージを上げ

るというＲＩの大きなテーマに沿っていることを知りま

これは天然痘についで、人類２番目の偉業となりま
　す。そのことに、このグループが市民に協力を得なが
　ら行っていることに感銘を受けました。

るというＲＩの大きなテーマに沿っていることを知りま
　した。その他の活動も先ほどスライド使い説明をうけましたが、どれも素晴らしく、敬意を表します。

　閉会の点鐘

開会の点鐘に比べ、和らいだ顔になってますね。

　第３部懇親会

　中村パストガバナー・岩淵ガバナー・浅賀紀一会員中村 ナ 岩淵 ナ 浅賀紀 会員




