
 発行　会報委員会

 ・委員長

 １．開会　宮田博会員 １．開会　宮田博会員 １．開会　宮田博会員 １．開会　宮田博会員
 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．国家斉唱　「君が代」 ３．国家斉唱　「君が代」 ３．国家斉唱　「君が代」 ３．国家斉唱　「君が代」
 ４．ロータリーソング斉唱　「我等の生業」 ４．ロータリーソング斉唱　「我等の生業」 ４．ロータリーソング斉唱　「我等の生業」 ４．ロータリーソング斉唱　「我等の生業」

 ５．お客様紹介　　加藤英泉会長 ５．お客様紹介　　加藤英泉会長 ５．お客様紹介　　加藤英泉会長 ５．お客様紹介　　加藤英泉会長

　　　　ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員・RI元理事　ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 田中作次様
　2770地区ﾛｰﾀﾘｰ財団部門担当諮問　ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 田村亮夫様

　会員増強部門　部門委員長 太田秀明様
　会員増強部門　ﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員会委員長 梶間順子様
　会員増強部門　ﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員会委員 有明京子様

　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ 岩田秀明様
　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生 富樫麻以子様

田中作次PG、田村亮夫PGをはじめとし、多くのお客様をお迎えし会員増強常任委員会企画例会を行い
ました。また、親善奨学生のお二人をお迎えし近況報告の発表行いました。
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例　　　会

　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生 富樫麻以子様
　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生 丸山鳴様

 ６．会長挨拶 ６．会長挨拶 ６．会長挨拶 ６．会長挨拶
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　第913回　第913回　第913回　第913回

※事務局のPCが落雷により故障しているため、復旧でき次第FAXにて送信させて頂きます。

 ８．委員会報告 ８．委員会報告 ８．委員会報告 ８．委員会報告

　環境保全委員会 加藤地次委員長

　本日は地区でしか見られないようなﾒﾝﾊﾞｰの方にお越し頂き、大変恐縮していま
す。後ほど財団のお話と会員増強の卓話を予定していますので、よろしくお願い致
します。

　23日(日)の朝5時～6時まで花火の殻を拾うということで、いろいろな団体が参加した中、我がｸﾗﾌﾞから
10名様の参加がありました。ありがとうございました。

　先日の花火例会につきましては、多くの会員の方、ご家族の皆様にお越し頂き、
誠にありがとうございました。

　9月6日8時から少年野球の秋季大会の開会式がございますので、参加して頂け
ればと思います。



　国際奉仕委員会 浜田一夫副委員長

　親睦委員会 浜田一夫委員長

 ９．２７７０地区ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学学友委員会委員　大井巳喜彦（挨拶・進行） ９．２７７０地区ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学学友委員会委員　大井巳喜彦（挨拶・進行） ９．２７７０地区ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学学友委員会委員　大井巳喜彦（挨拶・進行） ９．２７７０地区ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学学友委員会委員　大井巳喜彦（挨拶・進行）

 １０．ロータリー財団　お客様ご挨拶・親善奨学生報告 １０．ロータリー財団　お客様ご挨拶・親善奨学生報告 １０．ロータリー財団　お客様ご挨拶・親善奨学生報告 １０．ロータリー財団　お客様ご挨拶・親善奨学生報告

　ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員・RI元理事　ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 田中作次様

　皆さん、こんばんは。本日は突然ですが、例会に参加できて嬉しく思います。

　9月20日～9月23日に台北博愛ｸﾗﾌﾞと大連にて親睦ｺﾞﾙﾌ・観光を行います。10名の方が参加されます。
20周年の共同事業もできればと話していますので、よろしくお願いします。

松井さんにおかれましては、電話でお話しした時よりもお元気そうでとても驚き
嬉しく思っています。

　先日の花火大会では、天候もよく、皆様にいろいろと持ち寄って頂きとても助かりました。集計がまだ出
ていないので、後日報告したいと思います。

　皆様こんにちは、本日は大勢のお客様にお越しいただいていますので、沢山お
話を聞かせていただければと思います。

　今年度は4名の奨学生を送り出すということで、今第1回のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを終えま
した。詳しくはまた後ほど発表できればと思います。

　皆様にご協力いただいていますﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟにつきまして、今期は576,000
個集まり936人分のﾜｸﾁﾝを用意することが出来ました。

　松井さんの冠名奨学生は相当な人数になっていて、去年は1人、今年は2人
ということで、大変素晴らしい貢献をなさっていらっしゃいます。私がｶﾞﾊﾞﾅｰに
なったのは1994年～1995年度ですが、三郷中央ｸﾗﾌﾞさんは増強において素
晴らしい成績をあげられました。今では、本部の17階に松井さんの写真が掲
げられています。私はいつも行く度に感謝の気持ちをもって見ています。

　2770地区ﾛｰﾀﾘｰ財団部門担当諮問　ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 田村亮夫様

　今後とも、国際的な活動を続けていきますので、よろしくお願いします。

　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生ｶｳﾝｾﾗｰ 岩田秀明様

　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生 富樫麻以子様

　また、こちらのｸﾗﾌﾞは非常に明るく朗らかで、素晴らしいと思いました。よろし
くお願い致します。

　松井さんとは、いい意味での因縁がございます。以前、松井さんが第一線よ
り退かれる時に、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞも引退せねばというお話がありました。しかし私
は「いえ、決して職業なくしてもﾛｰﾀﾘｱﾝとしての活動はできます！」と申し上げ
ました。その後、理事になられて理事会で努力をして頂いたという経緯がござ
います。そのようなことから、松井さんとの関係が続けることができました。

げられています。私はいつも行く度に感謝の気持ちをもって見ています。

　今日ここにこうして皆様の前に参加させて頂いたのは、富樫麻以子冠名奨
学生が29日に飛んでしまうということで、どうしてもその前に松井克彦さんに直
接お会いせねばならないという強い思いをもったからでございます。幸いにし
て、松井さんはとてもお元気そうな姿で目の前にいらっしゃいます。

　皆さんこんばんは。初めてｶｳﾝｾﾗｰをして、とても勉強になりました。未だに悩んでおります。幸いにも
田村さんが財団の方をされるということで、富樫さんと一緒にやってきた諸々のことをぶつけることがで
き、帰国した後まで面倒をみて頂けるということで、松井さんにはとても感謝しています。よろしくお願い
致します。

　本日は皆様お忙しいところ、私の松井さんまたﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様にお会いしたいという希望を叶えて下
さって、誠にありがとうございます。

　近況報告と致しまして、当初14日に出国する予定でしたが、松井さんに会いたいという思いが届いたの
か、ﾋﾞｻﾞがおりず29日の出発となりました。



　また、帰った際には写真などで皆様にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝが出来ればと思いますので、よろしくお願いします。

　ﾛｰﾀﾘｰ財団松井克彦冠名国際親善奨学生 丸山鳴様

　今日は先日の親睦例会以来の再会ということで、とても嬉しく思います。有難うございました。

　松井克彦会員よりお二人へのﾒｯｾｰｼﾞ

本当に、今日は大勢の皆様に囲まれて嬉しく思います。

　私が行く大学は、ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞにあるｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞﾌﾞﾙｯｸｽ大学というｲｷﾞﾘｽの大学です。自分が国際親善
奨学生として何ができるのかだろうかと考えた時に、特に専門職をもっている訳でもないのに、どのよう
に関係を築けばよいのか悩みました。そして、私なりに出した答えは、日本の魅力を一緒に学ぶ人たち
に伝えていくことでした。

　皆様、こんばんは。私はｵｰｽﾄﾗﾘｱのﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大学に留学を希望していますが、近況報告をさせて頂き
たいと思います。

　現在は、向こうの大学からの回答を待っている状態ですが、日本の事務局には恐らく大丈夫だろうと言
われています。担当者の方からは、近日中に正式な通知が送られてくるだろうと言われているので一安
心という心境です。

　今現在、私は東京のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ招致の仕事を担当していますが、その中でもどう日本を世界にｱﾋﾟｰﾙして
いくのか、どう日本を見せたら一番伝わるんだろうかと考えていますが、とても難しいです。そのために
も、留学先で専攻している文化人類学という学問をとおして学べればと思います。

本当に、今日は大勢の皆様に囲まれて嬉しく思います。
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　なんとか、皆さんと一緒に増強していけばと思いますので、よろしくお願いします。
　

 １２．会員増強部門　お客様卓話 １２．会員増強部門　お客様卓話 １２．会員増強部門　お客様卓話 １２．会員増強部門　お客様卓話

　会員増強部門　部門委員長 太田秀明様

　皆様、こんばんは。今日は我がｸﾗﾌﾞの抱負について、少しお話させて頂きたいと
思います。

　本日は、26名の方がこの例会にお見えになっています。我がｸﾗﾌﾞは会員が25名
ということで、やはりこれだけの人数が揃うと例会も楽しいかなと思います。今年
度、20周年を迎えましたが、会員増強委員長としては来年の記念式典までに30名
まで増員したいと考えています。

　皆様、こんばんは。只今、今回の例会のお話を聞いて、とても感動を覚えました。松井克彦さんとお会
いするのは初めてでございまして、地区ではよくお名前だけ聞くことがあり、どのようなお方なのかと思っ
ていました。私は大宮ｼﾃｨﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞでございますので、こういう卓話がない限りこちらへ足を運ぶことが

この奨学生は、もともと女房のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞへの熱い思いから始まりました。頭
もきれて本当に素晴らしい女房です。ここまでこれたのも、女房がいたらこそ
だと思います。今、ﾛｰﾀﾘｰでの20年を思い出しましたが、とてもいい20年だっ
たと思います。

このように素晴らしい体験をさせて頂いた分、少しでも恩返しができるように
思っています。自分の生きている限り、女房の生きている限り貢献させて頂き
ますので、よろしくお願い致します。



　会員増強部門　ﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員会委員長 梶間順子様

　皆様、こんばんは。昨年に引き続きまして、また今年もお会いできて大変嬉
しく思っています。ﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員長という立場をいただきまして、是非今日
は皆様に女性を入会させましょうというお話をさせて頂きたく思います。

　先ほどのお話で、30名にしたいとのお話ですが、その中に女性を1名、2名ぐ
らいいれて頂けると嬉しいく思います。やはり、女性のもつ雰囲気、会場が大
変和やかになります、また明るくなります。また、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動におきまして女
性の力というのは大変に影響力もあります。そして、縁の下の力持ちとしての
存在として活躍をするのではないでしょうか。

松井さんの奥様のお話にもありましたが、内助の功と申しましょうか、とても大
きな存在ではないかと思います。また、富樫さんや丸山さんのように聡明で知

的な女性がﾛｰﾀﾘｰから巣立っていくと思います。そしてまた、大きくなって私たちと一緒の仲間になって

　最後に、いつもお願いしていることでございますが、是非ご紹介をしてください。地区では入会紹介ｶｰﾄﾞ
を活用させて頂いてます。もう全く一般的な、ｵｰｿﾄﾞｯｸｽな手法ではございますが、毎年ﾘｽﾄを積み重ねて
その中からﾒﾝﾊﾞｰ作りをして頂きたいと思います。紹介ｶｰﾄﾞはあくまで紹介でございますので、2年・3年
かけてﾒﾝﾊﾞｰを増やして頂ければと思います。

　さて、本日は皆様に3つほどお話させていただきたく思います。まず一つ目
は、20周年おめでとうございます。歴史を重ねることの素晴らしさをひしひしと
感じます。皆様には、これを機会に未来のために過去の歴史の棚卸をしてい
ただければと思います。二つ目ですが、この頃、会員同士の絆が薄くなったと
聞きます。私達、一度はこうして会員になった以上は、皆様と長い友としてﾛｰﾀ
ﾘｱﾝﾗｲﾌを楽しんで頂くべきではないかと思います。是非、欠席の方にお声掛
けをされたり、迎えにいったりして、絆を深めていただければと思います。

　先ほど、30名というお話がありましたが、是非ともそれを超えてより多くの会員増強を目指していただけ
ればと思います。本日は貴重なお時間、ありがとうございました。

ございません。本日、こういう形でお会いすることができ、また奨学生が2名発
表して頂くことを、ﾛｰﾀﾘｱﾝとして本当に良かったと、まさしく日頃ﾛｰﾀﾘｱﾝとして
活動していく原点はこういう場にあるんだなと、まさしく感じました。

　会員増強部門　ﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員会委員 有明京子様

　皆様、こんばんは。今日はﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員としてやって参りました。

 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　48,000円 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　48,000円 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　48,000円 １０．ニコニコBOX・ポリオ募金発表　48,000円

　田中作次PG

　田村亮夫PG 「三郷中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆さまお世話になります。松井さんのご配慮に感謝します」
　太田秀明様

　さて、世界の女性のﾛｰﾀﾘｱﾝはいるにはいますが2006年の調べでは、全ﾛｰﾀ
ﾘｱﾝを100％とすると、男性が85％、女性が15％となります。是非、三郷中央
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんも女性会員ｾﾞﾛということではなくて、1人では少し寂しいので、
2人ということでお願いしたく思います。我が三郷ﾛｰﾀﾘｸﾗﾌﾞには、女性が私を
含め2人いるんですね。やはり、1人より2人の方が心づよいです。是非女性の
会員さんを入会させてあげて下さい。

　『ﾛｰﾀﾘｰの未来はあなたの手の中に』、増員は永遠のﾃｰﾏでございますので
皆様お一人お一人が増強の意識を持って頂いて、未来を皆さんの手で築いて
いって下さい。ご清聴ありがとうございました。

的な女性がﾛｰﾀﾘｰから巣立っていくと思います。そしてまた、大きくなって私たちと一緒の仲間になって
下さるかもしれません。やはり、女性の存在はどんどん大きくなっていくと思うので、そういう芽を大事にし
て頂き、同じ仲間として楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌが出来るような場を作っていければと思います。

　我がｸﾗﾌﾞも20周年でございます。また一緒にﾛｰﾀﾘｰについて語れる機会があればと思います。ご清聴
ありがとうございました。

「松井様にはｱｰﾁｸﾗﾝﾌｿｻｴﾃｨﾒﾝﾊﾞｰとしてお世話になっています。久しぶりにお会い出
来て嬉しいです」

「本日は地区会員増強委員会よりおじゃましました。本年度、加藤会長の熱いﾘｰﾀﾞｰｼｯ
ﾌﾟのもと会員一丸となり、会員増強に共に頑張りましょう」



　梶間順子様

　有明京子様

　岩田秀明様 「初めてお伺いします。ｶｳﾝｾﾗｰとして、とても素敵な体験をありがとうございました」
　富樫麻以子様

　加藤英泉会長

　谷津茂男幹事 「お客様ようこそ。松井克彦さん、お久しぶりです」

　山下勝矢会員

　松井克彦会員

　大井巳喜彦会員
　
　加藤地次会員

　原口健作会員
　
　田中欣一会員

　見付春雄会員 「田中様はじめ大勢のお客様ようこそ。克彦さん今日はありがとう」

　浅賀紀一会員
　青木成夫会員 「お客様、ようこそ」

　その他の協力者

「大勢のお客様、ようこそ三郷中央ﾛｰﾀﾘｰへお越し下さいました。松井さんしばらくぶり
ですね！」

「大勢のお客様、今日はお忙しい中、三郷へお越し下さいまして有難うございました。
丸山さん、富樫さんRC親善奨学生の大役ご苦労さまです」

岡田繁夫会員・橘和宏会員・片野秀臣会員・宮田博会員・中村智英会員・西藤新会員

「本日はﾛｰﾀﾘｰの著名な方ばかりに訪問いただき大変恐縮しています。ご挨拶、卓話
ともに参考になりました。ｸﾗﾌﾞ運営に活かしていきたいと思います」

「お客様ようこそ！よろしくお願いします」

「お客様ようこそ！松井さんがお元気で良かった。田中ﾊﾟｽﾄお忙しい中、お話をいただ
き有難うございました。田村ﾊﾟｽﾄ色々とお世話になり有難うございました」

「田中作次ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ・田村亮夫ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ様、ようこそいらっしゃいました。お客様
ありがとうございます」

「大勢のお客様ようこそ。三郷中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創立(20年前)以来の豪華な皆様と例会
が出来る事、思い出に残る例会となりました」

「去年に引き続き、今年も皆様にお会い出来て大変うれしいです！山下委員長のかわ
りにやってまいりました。ﾚﾃﾞｨｰｽの増強もよろしくお願いいたします」

「今日はﾚﾃﾞｨｰｽ増強委員会として訪問させていただきました。もうすでにお二人新会員
さんが入られたとお聞き致しました。次は是非女性会員さんの入会を試みてください」

「はじめまして。今日、三郷中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの方々とお会いできることを楽しみにしてい
ました。29日に渡英を控えています、精一杯頑張って参ります」

「多くのお客様にお越し頂きありがとうございます。私事ですが31代三郷市議会議長に
就任致しました。ありがとうございました」
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記念に皆さんで集合写真を撮りました。


