
 発行　会報委員会

 ・委員長

大塚信郎ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の打ち合わせ・ﾘﾊｰｻﾙを行いました。また、埼玉野球連盟より岡庭明会長が
訪問されました。

 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　「我らの生業」 ３．ロータリーソング斉唱　「我らの生業」 ３．ロータリーソング斉唱　「我らの生業」 ３．ロータリーソング斉唱　「我らの生業」

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

　　　　少年野球連盟会長の岡庭明様がいらっしゃいました。

 ５．会長挨拶 ５．会長挨拶 ５．会長挨拶 ５．会長挨拶
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三郷中央ロータリークラブ三郷中央ロータリークラブ三郷中央ロータリークラブ三郷中央ロータリークラブ 例会場

第909回
三郷市商工会館

例　　　会

URL  http://www.misatochuo-rc.com/　　　　　　事務局　海老原　美智子　TEL 048-953-7711 FAX 048-953-7070　　

本日の例会内容　クラブ協議会① 公式訪問リハーサル本日の例会内容　クラブ協議会① 公式訪問リハーサル本日の例会内容　クラブ協議会① 公式訪問リハーサル本日の例会内容　クラブ協議会① 公式訪問リハーサル

ロータリー特別月間

識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間
地区ガバナー　大塚信郎

R I 会 長　 ジョン・ケニー

・副委員長

週　　報 
会　長　加藤英泉　　　幹　事　谷津茂男

　橘　和宏

７月28日(火)
　千代田幸久

SAA 原口健作・山下勝矢

来週はｶﾞﾊﾞﾅｰの公式訪問もございます、だんだんと出席者も増えてきていますの

皆さん、こんばんは。先週より選挙にてお騒がせいたしました。我がｸﾗﾌﾞか　らも
山下勝矢会員が上位当選をされたということで、大変おめでたいことだと思いま
す。

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

　第909回　第909回　第909回　第909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  三郷市安全推進課様より「第22回三郷市総合防災訓練」のご案内
　  8月23日（日）　9時35分～12時30分

 三郷市北中学校
  ③  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
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  日本事務局より2009年8月のﾚｰﾄ　1ﾄﾞﾙ　94円に変更のお知らせ
　②  7月18日の新世代ｾﾐﾅｰ参加登録並びに出席に対しましてお礼状の受領
  ③  8月8日（土）　管理運営部門ｾﾐﾅｰ開催会場のご案内の受領
　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7月29日（水）例会会場変更のお知らせ

日時
場所

来週はｶﾞﾊﾞﾅｰの公式訪問もございます、だんだんと出席者も増えてきていますの
で、来週もどうぞよろしくお願い致します。



 三郷市高洲地区文化ｾﾝﾀｰに変更
　4．我がクラブからの報告
　①  8月4日の例会は、大塚ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です。

 三郷市商工会館2階会議室

 ７．委員会報告 ７．委員会報告 ７．委員会報告 ７．委員会報告

　環境保全委員会 加藤地次委員長

　国際奉仕委員会 浅賀紀一委員長

　親睦委員会　 浜田一夫委員長

　ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 大井巳喜彦委員長

市内の参加団体は、我がｸﾗﾌﾞを含め全33団体になります。ﾌｪｽﾀの詳細につきましては、後日、改めて資
料を配布させて頂きますので、よろしくお願い致します。

日台合同親睦事業につきまして、今年度行われます20周年事業に向けて、よりいっそうの友好を図るた
め、国際と親睦委員会で台北博愛ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞと話し、親睦事業を企画いたしました。

中国の大連にて、観光などを行います。9月20日(日)から9月23日（水）まで、ﾎﾃﾙは大連の近くになるか
と思います。参加人数は10名前後を予定していますので、よろしくお願い致します。

8月は商工会青年部主催の花火大会が行われます。雨天の場合は前年度と同様にKKTﾋﾞﾙにて親睦例
会を行いますので、是非ともご参加ください。

会場

会場

ﾛｰﾀﾘｰ財団の今年第1回のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝが7月27日に行われました。今年度の国際親善奨学生は4名で
す。ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは2月28日現在で世界中に33,244ｸﾗﾌﾞ、会員数は1,219,102名です。日本全国では4月現
在で、ｸﾗﾌﾞが2,309ｸﾗﾌﾞ、会員数が94,720名となりました。

7月23日に『第3回水と緑の環境ﾌｪｽﾀ』の実行委員会がありました。ﾌｪｽﾀにつきまして今年は9月26日
(土)の10時～15時に三郷市立瑞沼市民ｾﾝﾀｰにて行われます。

また同時に、生活消費展が行われます。清掃活動の写真をﾊﾟﾈﾙにして展示することなど提案させてい
ただきました。

 ８．米山功労感謝状授与 ８．米山功労感謝状授与 ８．米山功労感謝状授与 ８．米山功労感謝状授与

 １０．お客様挨拶 １０．お客様挨拶 １０．お客様挨拶 １０．お客様挨拶 岡庭明様

　三郷市少年野球ﾁｰﾑが、2年ぶりに8月14日より明治神宮の野球大会に参加されることになりました。
　これを祝しまして、三郷中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ、また個人と致しまして西藤新会員、青木成夫会員、牛尾克己
　会員よりお祝いを贈呈させて頂きました。

　埼玉少年野球連盟 岡庭明会長

西藤新会員が4回目の授与となりました。

皆様、こんばんは。三郷中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様には長い間少年野球連盟の秋季大会の冠をつけて頂いてい
るということに対しまして、心から感謝を申し上げます。また、その費用を贈呈して頂きましたことも重ね
てお礼申し上げます。

少年野球連盟は今年は約470名の奨学生を対象とした、野球を通して家庭または学校にて教育の一環
としてあいさつなどの指導しています。



　

 １１．ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問について １１．ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問について １１．ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問について １１．ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問について

　※詳細につきましては、下記の資料にてご確認ください。

 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　山下勝矢会員　　 ６９,０００円　 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　山下勝矢会員　　 ６９,０００円　 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　山下勝矢会員　　 ６９,０００円　 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　SAA　山下勝矢会員　　 ６９,０００円　

        岡庭明様

　加藤英泉会長

　山下勝矢会員

　浅賀紀一会員　
　田中欣一会員

「市議会議員選挙では大変お騒がせ致しました。私の後援候補者も上位当選させて頂
きました。ありがとうございました」

「三郷市少年野球連盟代表ﾁｰﾑが全国大会に出場致します。三郷中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの
皆様のおかげです、ありがとうございました」

「皆様のおかげ様で当選することができました。ありがとうございました。ほんのわずか
な感謝ですが、大枚2つを寄付させて頂きます」

「少年野球全国大会参加おめでとうございます。名刺作成ありがとうございます」
「谷津さん名刺作成、有難うございました」

近年は、成人式に参加しても子供たちが様々なｽﾎﾟｰﾂなどを通して
素晴らしい指導をうけているようで、荒れた成人式は三郷市にはここ
10年はない状態でございます。

しかしながら、今は少子化またｽﾎﾟｰﾂの多様化に伴い、多くの団体に
て子供たちの奪い合いのような状態になり、選手の獲得がまず問題
になっている訳です。おかげ様で少年野球連盟につきましては、『野
球は日本の文化である』ということを宣伝文句と致しまして、子供たち
の参加をお願いしているという活動状況でございます。

最後になりましたが、この景気が低迷しているなかで三郷中央ﾛｰﾀ
ﾘｰｸﾗﾌﾞ様には、快くご支援をいただけたこと本当にありがたく思って
いる次第でございます。

今後とも、まじめに少年たちの指導を行ってまいりますので、よろしく
お願い致します。

　田中欣一会員
　宮田博会員
　大井巳喜彦会員
　原口健作会員
　牛尾克己会員
　見付春雄会員 「岡庭会長ようこそ！！全国大会がんばってください」

　加藤地次会員 「三郷少年野球連盟会長、岡庭明様いつもありがとうございます」

　その他の協力者
岡田繁夫会員・西藤新会員

 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909回　会員25名　出席17名　欠席数7名　免除２名　出席率73．91％
　　第908回　出席修正率はMU0名により68．18％
　　第907回　出席修正確定率はMU4名により87.5％

谷津茂男幹事・片野秀臣会員・浜田一夫会員・橘和宏会員・青木成夫会員

「岡庭会長ようこそ。少年野球大会がんばってください」

「谷津さん名刺作成、有難うございました」
「大熊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日はご苦労さまです。今年1年よろしくお願い致します」

「夏の太陽はどこへいったのでしょうね。今年のお米は不作のような気がします」
「大熊ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐、本日のﾘﾊｰｻﾙよろしくご指導お願いします」」



   国際ロータリー国際ロータリー第２７７０地区
            大塚信郎ガバナー公式訪問

１．日　時：２００９年８月４日（火）１５：００～２１：００

２．場　所：三郷市商工会館２階（第１・第２会議室及び青年部室）

３．タイムスケジュール
　
 ①  １５：００　歓迎看板取り付け（例会場・会館玄関/業者＝柴田美巧）
 ②  １６：００　会長・幹事・会長エレクト・副幹事・事務局例会場に集合
 　　          　三郷駅「大塚信郎ガバナー」※出迎え不要に（見付春雄）
 ③　１６：３０　ＳＡＡ関係者集合
 ④　　　　　　　大塚信郎ガバナー商工会館到着（会長・幹事出迎え）
 ⑤　１７：００　会長・幹事懇談会
　　　１時間　　　・大塚信郎ガバナー　　　・大熊正道ガバナー補佐
　　     　　　　 ・加藤英泉会長　　　　　・谷津茂男幹事
　　              ・沖　良男会長エレクト　・橘　和宏副幹事
     １８：００　懇談会終了
 ⑥　１７：３０　会員集合（全員）
 ⑦　１８：００　食　事
      ３０分
 ⑧　１８：３０　例会セレモニー　　　　　　ＳＡＡ：山下勝矢・加藤地次
　　　３０分
　　　　　　　　　・点　鐘　　　　　　　 （加藤英泉会長）
　　　　　　　　　・国家斉唱　　　　　「君が代」
　　　　　　　　　・ロータリーソング　「奉仕の理想」
　　　　　　　　　・「四つのテスト」唱和　　　（沖　良男会長エレクト）
　　　　　　　　　・「ロータリーの綱領」唱和　（沖　良男会長エレクト）　　　　　　　　　・「ロータリーの綱領」唱和　（沖　良男会長エレクト）
　　　　　　　　　・お客様ご紹介　　　　（加藤英泉会長）
　　　　　　　　　・会長挨拶　　　　　　（加藤英泉会長）
　　　　　　　　　・幹事報告　　　　　　（谷津茂男幹事）
　　　　　　　　　・委員会報告　　　　　（各 委 員 長）
　　　　　　　　　・大塚信郎ガバナーご経歴紹介（大熊正道ガバナー補佐）
 ⑨　１９：００　ガバナー卓話　　　　　　（大塚信郎ガバナー）
      ３０分
    「ＲＩテーマと地区運営」について
　　　　　　　　　※パソコンとプロジェクターはＧ持参・スクリーン準備
 ⑩　１９：３０　休憩
      １５分
 ⑪　１９：５０　クラブ協議会　　　　　　ＳＡＡ：山下勝矢・加藤地次
      １時間１５分
　　　　　　　　　・開会の言葉　　　　　（加藤英泉会長）
　　　　　　　　　・ガバナーご挨拶　　　（大塚信郎ガバナー）
　　　　　　　　　  会員増強常任委員会活動方針現況発表
     司会：加藤英泉会長
　　　　　　　　　・会員増強常任委員長　（中村智英委員長）
                  ・会員増強委員会　　　（中村智英委員長）
　　　　　　　　　・会員選考委員会　　　（松井克彦委員長）
　　　　　　　　　・職業分類委員会　　　（永井　泰委員長）
　　　　　　　　　・Ｒ情報会員研修委員会（田中欣一委員長）
　　　　　　　　　※ガバナー講評　　　　（大塚信郎ガバナー）
　　　　　　　　　　クラブ奉仕プロジェクト常任委員会活動方針現況発表
     司会：沖　良男会長エレクト
　　　　　　　　　・クラブ奉仕プロジェクト常任委員会（沖　良男委員長）
　　　　　　　　　・職業奉仕委員会　　　（中野忠男委員長）



                  ・社会奉仕委員会　　　（宮田　博委員長）
　　　　　　　　　・環境保全委員会　　　（加藤地次委員長）
　　　　　　　　　・国際奉仕委員会　　　（浅賀紀一委員長）
　　　　　　　　　※ガバナー講評　　　　（大塚信郎ガバナー）
　　  　　　　　　　クラブ管理・運営常任委員会活動方針現況発表
　　 司会：沖　良男会長エレクト
　　　　　　　　　・クラブ管理・運営常任委員会（田中欣一委員長）
                  ・出席委員会　　　　　（岡田繁夫委員長）
　　　　　　　　　・プログラム委員会　　（見付春雄委員長）
　　　　　　　　　・親睦委員会　　　　　（浜田一夫委員長）
　　　　　　　　　・会　計　　　　　　　（牛尾克己委員長）
　　　　　　　　　・会計監査　　　　　　（酒井幸晴委員長）
　　　　　　　　　・ＳＡＡ　　　　　　　（山下勝矢委員長）
　　　　　　　　　※ガバナー講評（大塚信郎ガバナー）
　　　　　　　　  　新世代育成常任委員会活動方針現況発表
     司会：加藤英泉会長
　　　　　　　　　・新世代育成常任委員会（原口健作委員長）
　　　　　　　　　・ライラ委員会　　　　（酒井幸晴委員長）
　　　　　　　　　・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　（片野秀臣委員長）
　　  　　　　　　　クラブ広報・運営常任委員会
     司会：加藤英泉会長
　　　　　　　　　・クラブ広報・運営常任委員会（伊藤　隆委員長）
　　　　　　　　　・会報ＩＴ委員会　　　（橘　和宏委員長）
　　　　　　　　　※ガバナー講評　　　　（大塚信郎ガバナー）
　　　　　　　　　※ガバナー補佐講評　　（大熊正道ガバナー補佐）

　　　　　　　　　・点　鐘

     （※クラブ協議会終了後の懇親会は行わないこととします。）

 ⑫　２１：００　大塚信郎がバナー・大熊正道ガバナー補佐　お見送り ⑫　２１：００　大塚信郎がバナー・大熊正道ガバナー補佐　お見送り

   ※１．がバナー帰宅お車・・・・・・・ 三郷交通（浅賀紀一会員手配）
　   　　尚、ガバナーのお迎え（三郷駅）はなくなりました。
   ※２．食事（うなぎ「根本」・・・２７人前：原口ＰＰが５時３０分引取）
　　　　 ガバナー・がバナー補佐・会員２２名・米山奨学生・事務局２名
   ※３．ガバナー・ガバナー補佐名札・・柴田美巧

        　　　　　　　　　　　　　　　 地区公式訪問担当　吉田幸夫副幹事
                    　　　　　　　　　 ＴＥＬ:０４８－７７５－９０１３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＦＡＸ:０４８－７７５－９０１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２７７０地区


