
 発行　会報委員会

 ・委員長

　年間活動計画について、各委員長より抱負の発表がありました。また、吉川RC・三郷RC・三郷WDRC・松伏RC
　の各会長幹事様が表敬訪問にいらっしゃいました。

 １．開会　原口健作会員 １．開会　原口健作会員 １．開会　原口健作会員 １．開会　原口健作会員
 ２．開会の点鐘　加藤英泉会長 ２．開会の点鐘　加藤英泉会長 ２．開会の点鐘　加藤英泉会長 ２．開会の点鐘　加藤英泉会長
 ３．ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」 ３．ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」 ３．ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」 ３．ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」

 ４．お客様紹介 ４．お客様紹介 ４．お客様紹介 ４．お客様紹介 加藤英泉会長加藤英泉会長加藤英泉会長加藤英泉会長

　・吉川RC 様 ・ 様
　・三郷RC 様 ・ 様
　・三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰRC 様 ・ 様
　・松伏RC 様 ・ 様

 ５．会長挨拶 ５．会長挨拶 ５．会長挨拶 ５．会長挨拶
　
　 　本日は表敬訪問においでくださり、誠にありがとうございます。
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　 　本日は表敬訪問においでくださり、誠にありがとうございます。

そこで、改めて「君が代」の意味を確認してみます。　

（訳）
君が代は あなたがいるこの世が
千代に八千代に 千年も万年も
さざれ石の巌となりて 小さな石が固まって大きな岩になり
こけのむすまで その岩に、苔がびっしり生えるまで

（いつまでも続いてほしい）

 ６．幹事報告 ６．幹事報告 ６．幹事報告 ６．幹事報告 谷津茂男幹事谷津茂男幹事谷津茂男幹事谷津茂男幹事

　第908回　第908回　第908回　第908回

　1．三郷市内関係からの報告
　①  ふるさと街づくり推進協議会様より

　日本風景街道「風景からの町づくり事業」
　・国道298号沿道「環境美化・花いっぱい運動」活動の報告お礼の受領　　

  ②  三郷青年会議所様より「創立30周年記念式典祝賀会」のご案内
　　　日時  9月19日（土）　午後2時～4時

場所  三郷市文化会館小ﾎｰﾙ

ｱﾒﾘｶや中国などの国歌と比べても、いかに平和を求めた歌であるかということが
分かると思います。君が代のように平和を愛し、特に我々ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは区ごとの
安全・平和のために活動していかなければならないと思います。

　今回は我々も月始めに歌っている国歌の意味について考えてみようと思いま
す。今、学校では国歌を歌う際に一部の先生が起立しないということがあるようで
す。しかし、その問題について上田知事が「国歌不起立教員は辞めたらいい」との
発言をした際、寄せられた意見の9割は賛同の声だったそうです。また、横浜の方
では「君が代」斉唱の際に起立するのは義務であるという判決も出ています。

場所  三郷市文化会館小ﾎｰﾙ
会費  5000円



祝賀会  4時30分～5時40分
　2．大塚ガバナー事務所からの報告
　①  米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま113号」の受領
　②  (社)埼玉犯罪被害者援助ｾﾝﾀｰ様より

　「平成21年度会費納入について」
団体　1口　 30000円

　3．他クラブ様からの報告
　①  三郷WDﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様より週報の受領
　4．我がクラブからの報告
　①  7月28日の例会場は、ﾚﾝﾀｰﾎｰﾙ（KTT）に変更のお知らせ
　②  第2回理事会開催のお知らせ

日時 7月28日（火）　午後4時30分
場所　 KTT（ﾚﾝﾀﾎｰﾙ）

 ７．委員会報告 ７．委員会報告 ７．委員会報告 ７．委員会報告

　クラブ広報・運営常任委員会 伊藤隆委員長
14日に姉妹クラブに行き、20周年ﾌｫｰﾗﾑの出席依頼をして参りました。

 ８．お客様挨拶 ８．お客様挨拶 ８．お客様挨拶 ８．お客様挨拶

　吉川RC　会長　長谷川吉昭 様

　吉川RC　幹事　村井有一郎 様

　三郷RC　会長　宇田川初夫 様

「こんばんは。加藤会長、谷津幹事さんこの度はご苦労さまでございます。一緒に頑張ってまいりましょ
う。私は入会いたしましてまだ7年ですが、我がクラブでは3名退会により厳しい船出となってしまいまし
た。しかし、今年はRIの会長賞を頂こうということで、今から増強の計画を立案しているところでございま
す。前年、三郷中央RCさんではHPからの入会があったとのお話を伺い、早速、我がｸﾗﾌﾞでもHPに入会
お誘いのﾎﾞﾀﾝを取り入れさせて頂きました。もしお時間がございましたら、是非のぞいてみてください。ま
た何か不足な点がございましたら、先輩としてご指摘いただければ有難いと思います。まだ若いですの
で、一年間ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します」

「皆さん、こんばんは。私ごとで恐縮ですが、後10日で丸2年になります。今年度、幹事という仕事を仰せ
つかりまして、今ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞでの行事が非常に新鮮に思えてたまらない感じでございます。一年間、完
璧に幹事の仕事をやろうと思っていますが、ただ、あまり完璧にしてしまうとｸﾚｰﾑが出てしまう場合もあ
ると思うので、ほどほどにしていきたと思います。一年間どうぞよろしくお願いします」

　三郷RC　会長　宇田川初夫 様
「31代三郷ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの会長となりました宇田川です、どうぞよろしくお願いいたします。加藤会長、谷津



　三郷RC　幹事　豊田茂雄 様

　三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰRC　会長　倉島保 様

　三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰRC　幹事　折谷秀郎 様

幹事おめでとうございます。皆様には、前年度我がｸﾗﾌﾞが30周年ということで、全員登録して頂きまして
ありがとうございました。「時を刻んで30周年」ということで、委員会により三郷中央駅の時計塔を寄贈さ
せていただきました。また、ﾎﾟﾘｵの撲滅事業をさせていただきました。今年は三郷中央さんが20周年とい
うことで、できる限りご協力させて頂きと思いますので、よろしくお願いいたします。2年前にも幹事として
ご挨拶に伺いましたが、同じ例会でも、違う部分があるので、今日は三郷中央さんの良いところを沢山盗
んで帰りたいと思います。皆様も是非うちの例会に遊びにきて頂ければと思います」

「皆さん、こんばんは。三郷中央の皆様は大変お世話になっている先輩ばかりで、緊張いたします。とに
かく一年間幹事として大変なことをしなければならないのかな、という気持ちでいっぱいです。よろしくご

「皆さん、こんばんは。三郷ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの平均年齢は66歳です。三郷中央は59歳ということで、先ほどか
ら見ていても非常に話を聞く姿勢が素晴らしいですね。色々と学んで、ﾛｰﾀﾘｰの方に持ち帰りたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします」

「こんばんは。加藤会長、谷津幹事就任おめでとうございます。今年は、我がｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰも15周年となりま
した。今年は既に2名の増強となり、これも名幹事のおかげかと思います。我々のｸﾗﾌﾞもﾄｯﾌﾟのｸﾗﾌﾞにな
れるよう、志を持って頑張りたいと思います」

　松伏RC　会長　大塚節子 様

　松伏RC　幹事　金子一男 様

 ９．クラブフォーラム① Part2　年間活動計画について（抱負発表） ９．クラブフォーラム① Part2　年間活動計画について（抱負発表） ９．クラブフォーラム① Part2　年間活動計画について（抱負発表） ９．クラブフォーラム① Part2　年間活動計画について（抱負発表）

　会員選考委員会　岡田繁夫副委員長
「第一回の例会で2名の入会がありましたので、また秋までに選考して入会者があるようにします」

かく一年間幹事として大変なことをしなければならないのかな、という気持ちでいっぱいです。よろしくご
指導お願いします]

「皆様、こんばんは。松伏第10代の会長に就任いたしました、大塚節子です。皆様にご指導いただきな
がらやっと、10年目を迎えることができ、そして会長という大任を仰せつかり、今年1年大丈夫かな・・と心
配しています。10周年記念式典を来年6月12日に行う予定もございますので、皆様がた今まで通りのご
鞭撻とご協力をお願いしなければ何も出来ない松伏ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞです。7月に入り先週と先々週とで入会
式がございまして、2名の会員を増強することができました。私の年度中に後2人、目標としては20名にな
るように頑張りたいと思っています。皆様、どうぞよろしくお願いいたします」

「皆様、こんばんは。各会長・幹事様新しい船出おめでとうございます。今年は、会長よりご指名を頂きま
したので、一年間皆様にご指導いただきながら幹事を務めさせていただきます。皆様にもご迷惑などお
かけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします」

「第一回の例会で2名の入会がありましたので、また秋までに選考して入会者があるようにします」



　職業分類委員会　浜田一夫副委員長
「人が増えれば、どんどん職業を増やして、どんどん振り分けたいと思いますので、よろしくお願いします」

　ﾛｰﾀﾘｰ情報会員研修委員会　田中欣一委員長

　ｸﾗﾌﾞ奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会　沖良男委員長
「基本方針に基づき活動していきます」

　社会奉仕委員会　宮田博委員長

　環境保全委員長　加藤地次委員長
「基本方針に基づき、地道な清掃活動など行っていきます」

　国際奉仕委員会　浜田一夫副委員長
「今年は、特に20周年にむけて台北博愛との友好を図っていきたいと思います」

　新世代育成常任委員会　原口常任委員会
「特に青少年の育成に力を入れていくので、各行事への参加をよろしくお願いします」

　ﾗｲﾗ委員会　酒井幸晴委員長
「基本方針に基づき、頑張っていきたいと思います」

　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会　大井巳喜彦委員長

　米山記念奨学委員会　田中欣一副委員長
「学生の方々と交流を図り、今後も協力していきたいと思います」

　ｸﾗﾌﾞ広報・運営常任委員会　伊藤隆常任委員長

　会報・IT委員会　橘和宏副委員長
　

「今年度もﾎﾟﾘｵ撲滅基金や財団寄付金のお願い、またﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟの回収などに力を入れていきた
いと思います」

「現在はまだ週報しか作成していないので、なるべく敏速に掲載できるよう心がけています。今後は谷津

「広報というのは表に対する宣伝が主力であり、そのためにﾛｰﾀﾘｰ情報などがあると考えています。まず
は外部に対するということで、今年は是非、市長と会長とで三郷市のためにどのようなことをすればよい
かということを懇談し、『三郷市の広報』に掲載できるように活動していきたいと思います」

「新しい会員が3名増えましたので、2・3ヵ月に一度は勉強をしながら新しい力をつけて、ｸﾗﾌﾞの活性化に
役立てたいと思います」

「今年度、地域社会から必要とされる奉仕活動を積極的にするということで、三郷市民祭の参加や書き
損じﾊｶﾞｷなど活動していきます」

　

　ｸﾗﾌﾞ管理・運営常任委員会　田中欣一常任委員会
「各ｸﾗﾌﾞさんに頑張っていただければと思いますので、何かございましたらご相談ください」

　出席委員会　岡田繁夫委員長

　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会　見付春雄委員長

　親睦委員会　浜田一夫委員長
「毎月のように、親睦会を開いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします」

　SAA　加藤地次委員
「基本方針に基づき活動していきます」

 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　原口健作会員　　 ３５,０００円　 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　原口健作会員　　 ３５,０００円　 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　原口健作会員　　 ３５,０００円　 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　原口健作会員　　 ３５,０００円　

　長谷川吉昭会長様

　村井有一郎幹事様

　宇田川初夫会長様

　豊田茂雄幹事様
　倉島保会長様

　折谷秀郎幹事様

「三郷中央RCの皆様、今晩は。本日、幹事と一緒に訪問いたしました。三郷中央ﾛｰﾀ
ﾘｰｸﾗﾌﾞ創立20周年をむかえ、今年は我がｸﾗﾌﾞも15周年記念行事で頭をかかえる毎日
です。明日はｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問、元気、明るく楽しくｶﾞﾊﾞﾅｰをむかえたいと思います」

「本日はお招き頂き有難うございます。表敬訪問は、本日が最終になります。1年間、
宜しくお願い致します」

「三郷中央RCの皆様、三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰRCの幹事に成りました。一年間よろしくお願いし

「現在はまだ週報しか作成していないので、なるべく敏速に掲載できるよう心がけています。今後は谷津
幹事に教えて頂き、HPの管理もしていきたいと思います」

「本日は表敬訪問で伺いました。又、今年度20周年をお迎えのこと心よいお慶び申し上
げます。一年間宜しくご指導の程、お願い申し上げます」

「加藤会長・谷津幹事、理事、役員就任おめでとうございます。一年間お世話になりま
す」

「基本方針にあるように、例会の出席は権利です。自ら出席する意識を持つ以外ないと思うので、是非と
も皆様もｽｹｼﾞｭｰﾙ表に例会の予定を書き込んでください」

「皆さんが大勢参加できるような楽しい企画をいろいろと考えて、皆さんと共に楽しくやっていきたいと思
います」

「同じ会場でも例会の内容、やり方によって変わるものですね。大変勉強になりました」

　折谷秀郎幹事様 「三郷中央RCの皆様、三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｰRCの幹事に成りました。一年間よろしくお願いし
ます」



　大塚節子会長様

　金子一男幹事様

　加藤英泉会長
　伊藤隆会員

　加藤地次会員　
　大井巳喜彦会員

　田中欣一会員
　沖良男会員
　原口健作会員
　見付春雄会員
　浜田一夫会員

　青木成夫会員

　その他の協力者

 １１ １１ １１ １１．出席率報告　出席委員会　岡田繁夫委員長．出席率報告　出席委員会　岡田繁夫委員長．出席率報告　出席委員会　岡田繁夫委員長．出席率報告　出席委員会　岡田繁夫委員長

　　第908回　会員２６名　出席15名　欠席数9名　免除２名　ＭＵ０名　出席率68．18％

谷津茂男幹事・酒井幸晴会員・岡田繁夫会員・橘和宏会員・宮田博会員

「各ｸﾗﾌﾞの会長・幹事様、表敬訪問ありがとうございます。1年間よろしくお願いします。
「吉川、三郷、三郷ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｲ、松伏各ﾛｰﾀﾘｸﾗﾌﾞ会長・幹事さん1年間がんばってくださ
い」

「お客様ようこそいらっしゃいました。一年間よろしくお願い致します」

「三郷RC、三郷WDRC、吉川RC、松伏ＲＣの会長・幹事の皆様、今後ともよろしくお願い
申し上げます」

先日の907回親睦例会に多数の皆様の参加有難うございます。また、寸志を頂いた皆
さん、次回もお願いします。次回、親睦例会は8月22日花火大会です」

「各ｸﾗﾌﾞの会長・幹事さん、一年間のご活躍をお祈り致します」
「7月はﾛｰﾀﾘｰの新学期。緊張感を覚えますね」

「各ﾛｰﾀﾘｰの皆様ようこそ」

「吉川RC会長長谷川様・幹事村井様、三郷RC会長宇田川様・幹事豊田様、三郷WRC
会長倉島様・幹事折谷様、松伏RC会長大塚様・幹事金子様ようこそ。今年度一年間よ
ろしくお願いします」

「皆様こんばんは！！加藤会長、谷津幹事おめでとうございます。これから一年間よろ
しくお願いします。今日は松伏RCの例会日で、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が来て下さるので7：30より
点鐘をずらし急いで帰らせていただきます。申し訳ございます。またゆっくりお邪魔させ
ていただきます。皆様もぜひ松伏RCへいらして下さい」

「皆様こんばんは。加藤会長、谷津幹事さんおめでとうございます。三郷中央RCの皆
様、一年間宜しくお願い致します。又、中座する事、まことに申し訳ありません、お許し
下さい。

「第10ｸﾞﾙｰﾌﾟの会長・幹事さん一年間たのしく頑張ってください」

　　第907回　出席修正率はMU0名により54．17％
　　第906回　出席修正確定率はMU2名により91.67％
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