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2010～2011年度 国際ロータリー第2770地区第10グループ 例　　　会

三郷中央ロータリークラブ
７月６日(火) 第953回

例会場 三郷市商工会館

週　　報

 １．司会　大井巳喜彦 今日のお客様：吉川RC   　岡田勇作会長、立澤利夫幹事
 ２．開会の点鐘　沖良男会長 　　               三郷RC　   豊田茂雄会長　　　飯嶋隆幹事
 ３．ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」    　              三郷WDRC　  東秀文会長　　福島英一幹事

ロータリーの綱領唱和　加藤地次 　　　　　　　　　　　　　第10Gガバナー補佐　小島朗 様     

　　　　　　米山記念奨学生　　黄晗雷様

p 事務局 海老原 美智子

第９５３回例会

 ４．会長挨拶

　　



５． 　第９５３回幹事報告　橘和宏
   １．三郷市内関係から報告

➀埼 郷特 支援学校➀埼玉県三郷特別支援学校　
         平成22年度会費の納入のお願い　1会員5000円

②障害者地域活動支援センター　「パティオ」様より発刊号の受領
③ふるさと街づくり推進協議会様より「298号沿道花壇のカリフォルニアポピー
   刈り取り作業実施のお願い

       日時：7月10日（土）午前8時～　　　場所：国道298号線沿道の各団体花壇

④三郷市交通安全対策協議会様より「夏の交通安全事故防止運動実施計画のご協力について
月 （木） 月 （土）　      　7月15日（木）～7月24日（土）

⑤第24回三郷市民祭り実行委員会様より「第4回実行委員会開催」のご案内

         日時　7月12日（月）　19時～21時　場所：三郷市商工会館　第1会議室

 　２．ガバナー事務所からの報告
  　①地区分担金・特別分担金納入のお願い
 　　　上半期：１人１４，０００円　特別分担金　１人　１，０００円
  　②ロータリー情報委員会より「友」インターネット速報　№432号433号434号の受領

③新世代セミナ 開催のご案内　　③新世代セミナー開催のご案内
　　　日時：７月２４日（土）　点鐘　１４時　会場：埼玉県勤労福祉センター　ときわ会館
　　　　　登録料：１人５、０００円
　　④ロータリーリーダーシップ研究会(RLI)パートⅠのご案内
　　　日時：７月２５日（日）　受付９時３０分～終了１７時３０分　会場：越谷市中央市民会館
　　　　　登録料：１人４，０００円
　　⑤第２３回インターアクト年次大会の開催について

日時 ８月２１日（土） 受付９時３０分 終了１６時３０分 会場 ラフレさいたま　　　日時：８月２１日（土）　受付９時３０分～終了１６時３０分 会場：ラフレさいたま
　　⑥２０１１-２０１２年度派遣奨学生オリエンテーション及び財団学友会へのご協力並びに
　　　「第１回オリエンテーションの開催」についてのお願い
　　　日時：７月２４日（土）　点鐘：１４時　会場：うらわ市民会館６階　
　　　　　登録料：１人５，０００円
　　⑦米山記念奨学部門セミナーのご案内
　　　日時：８月７日（土）　点鐘：１３時３０分　会場：登録料：１人１，５００円

⑧埼玉県腎アイバンク協会様より「第２１回総会のご案内」　　⑧埼玉県腎アイバンク協会様より「第２１回総会のご案内」
　　　日時：７月２４日（土）１４時～１６時　場所：埼玉県県民健康センター１階
　　⑨WCSプロジェクト参加のお願い
　　 　WCSプロジェクト補助金｛使用計画｝申請書提出方法について　締め切り：７月３１日
　　⑩米山記念奨学会様より「クラブ創立記念特別表彰盾」の受領
　３．他クラブ様からの報告
　　①三郷RC様より「合同夜間例会＆オープン例会」のお知らせ　

日時：７月２３日（土） 点鐘：１８時３０分 場所：三郷市商工会館２階　　　日時：７月２３日（土）　点鐘：１８時３０分 場所：三郷市商工会館２階
　　②吉川RC 様より「第１例会会場変更」のお知らせ
　　　日時：７月７日（水）　点鐘：６時３０分　場所：福寿家
　　③三郷RC  様より７月のプログラムの受領
　　④三郷ウエンズデーRC  様より７月のプログラムの受領
　４・我がクラブからの報告

　　①第９５４回例会のご案内

７月１３日（火） 点鐘：１８時３０分 場所：三郷市商工会館２階会議室　　　　７月１３日（火）　点鐘：１８時３０分 場所：三郷市商工会館２階会議室



６ お客様ご挨拶  ６・お客様ご挨拶

　　第１０グループガバナー補佐　小島朗様（松伏RC)



吉川ロータリークラブ会長　岡田勇作様

年前 度お伺 ま た そ 節はお世話 なりま た 吉川 タ ク ブが合併 年目

お邪魔します よろしくお願いいたします

　幹事　立澤利夫様
　　　第１例会おめでとうございます。沖会長とはRLI でご一緒しました。
　　　橘さんはロータリーの友でお目にかかっていましたので親しみを感じます。明日はウエンズデークラブ

　　　　３年前に一度お伺いしました。その節はお世話になりました。吉川ロータリークラブが合併して３年目
　　なります、当初は分かれて座ったこともありましたが、今は和やかに例会をしています。
　　今年度は創立４０周年の節目の年に当たります。皆様と共に楽しいロータリーライフをすごしたいと思い

お邪魔します。よろしくお願いいたします。

三郷ロータリークラブ会長　豊田茂雄様

　　今晩は、大変緊張しています。先日三浦雄一郎の本を読みました。６０歳のとき、身長１６４センチ、
体重８６キロ、メタボ寸前だったそうです。息子は２５歳オリンピック選手、父は８６歳モンブランからのスキー
滑降に成功、これではいけないとトレーニングに励み、７５歳でエベレスト登頂を果たしました。ロータリークラブも似た

ところがあります。若い人、中年、老年が一緒になっています。お互いの年代を見てがんばっています。

ロータリークラブを押し上げていくためにもっと外にアッピールをしなければいけないとそこで、オープン例会を

開催いたします。元大リーガーニューヨークメッツにいた選手をゲストに招きます。三郷にはすばらしい人が住んでいます。

田母神さんがさつき平に住んでいるらしいので、ぜひお願いしてみたいと思います。

　幹事　飯嶋隆様
根本のうなぎ、おいしく頂きました。豊田会長は思いのたけを話されました。２クラブ合同オープン例会の
チラシを作りました。このたびは承認いただきまして有難うございました。
３クラブが協力しあって行きたいと思います。

三郷ウエンズデーロータリークラブ会長　東　秀文様
　　　まず始めに、我がクラブで不祥事があり、皆様には大変ご迷惑をおかけいたし、お詫び申し上げます。

これからのロータリーは質が大事だと思っています。
私は３２歳で吉川ロータリークラブに入会いたしました。先輩に伊藤隆さんがおりました。それから３５年が
経ち、１回やればよいと思っていた会長を人材不足で致し方なく引き受けました。
中向きより、外向きのロータリーに力を入れたいと思います。平均年齢も６０歳を超えていますので
若い人を育てて行きたい 橘さんは ロータリーの友で知っていました 若い人中心にインターネット例会若い人を育てて行きたい、橘さんは、ロータリーの友で知っていました。若い人中心にインターネット例会
なんてなるんじゃないですか？よろしくお願いいたします。

幹事　福島英一様
　　 ロータリー暦３年です。東会長は私はベテランなので気楽にがんばってやってくれといわれています。

明日は第１例会です。緊張しています。



７．委員会報告
１．台北博愛ロータリー会長から新年度就任の挨拶

2．米山奨学金授与 ８月出産予定　　 米山記念奨学生　　黄晗雷

今日は出産前の最後の例会出席になりと思います。今日は出産前の最後の例会出席になりと思います。
８月の例会は、お休みさせていただきます。
学校の授業も出産前に順調に進んでいます。
これからもよろしくお願いいたします。



３．親睦委員会　浅賀委員長

最終例会お疲れ様でした。収支報告も承認されました。今月は早速、納涼例会
があります。７月１８日（日）１１時３０分～銀座「パリの朝市」２０名以上の参加、
よろしくお願いいたします結婚誕生祝いはそのとき行います。

４．会員増強維持常任委員会　加藤地次委員長４．会員増強維持常任委員会　加藤地次委員長

増強、選考、情報の各委員さん１３日の例会のあと１時間程度、合同の委員会を開きます。
目標３０名、には１１名の増強が必要です。人数が減って合併しないですむように皆さん
の協力よろしくお願いいたします。

５．米山記念奨学委員会様より感謝状の授与
５月の２０周年記念式典でのl寄付に対して５月の２０周年記念式典でのl寄付に対して

感謝状の盾を受け取る加藤直前会長

８． 第９53回　ニコニコＢＯＸ　　　ＳＡＡ   　宮田博

第１０G   ガバナー補佐　 沖会長、橘幹事年度の第１回の例会おめでとうございます。
　　　　　　　　小島朗様 今後ともよろしくお願い申し上げます。
吉川RC会長  皆さんこんにちは、沖会長、橘幹事年度のスタート例会
　　　　　　　岡田勇作様 誠におめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
吉川RC幹事 皆様 今晩は沖会長 橘幹事本日おめでとうございます吉川RC幹事 皆様、今晩は沖会長、橘幹事本日おめでとうございます。
　　　　　　　立澤利夫様 一年間よろしくお願いいたします。
三郷RC会長 本日は、第１回例会に参加させていただき大変有難うございます。

　　豊田茂雄様 三郷の３クラブが協力して浦和等に負けないクラブに成長させて行きましょう。
三郷RC幹事 スマイルＢＯＸ，ニコニコボックス、ここではニコニコカード、一年間中央の皆様
　　　　　　　　　飯嶋隆様 よろしくお願いいたします。
三郷WDRC会長　 沖・橘年度　船出おめでとう。１年間のご活躍を期待します。
　 　 　　　東秀文様
三郷WDRC幹事 １年間よろしくお願いいたします三郷WDRC幹事 １年間よろしくお願いいたします。

　　福島英一様
浅賀紀一 お客さまようこそ、沖、橘年度の開始おめでとうございます。7月18日

の納涼夫人同伴例会　よろしくお願い申しあげます。
浜田一夫 沖会長、橘幹事、１年間よろしくお願いいたします。
原口健作 第10グループガバナー補佐小島様はじめ各クラブの会長幹事様ようこそ、

新しい船出おめでとうございます。

伊藤隆 第10グループガバナー補佐、吉川ロータリークラブクラブの会長幹事様
三郷ロ タリ クラ 会長幹事様 三郷WDロ タリ クラブの三郷ロータリークラ 会長幹事様 、三郷WDロータリークラブの
会長幹事様１年間ご苦労様です。

加藤英泉 お客様ようこそ。前年度は１年間谷津幹事とともにお世話になりました。

沖、橘年度の船出おめでとうございます。忙しいと思いますが、

健康に注意して頑張って下さい。

加藤地次 お客様ようこそいらっしゃいました。今年度１年間よろしくお願いいたします。

見付春雄 小島ガバナー補佐　ようこそ各クラブ会長幹事様　本日はようこそ。
宮田博 沖年度の船出です 生懸命応援しますので頑張 て下さい宮田博 沖年度の船出です。一生懸命応援しますので頑張って下さい。
沖良男 本年度第１回例会に小島ガバナー補佐はじめ，吉川ロータリークラブ様、

三郷ロータリークラブ様、三郷ウエンズデーロータリークラブ様の表敬に

感謝申し上げます。 今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

大井巳喜彦 小島ガバナー補佐、吉川ロータリークラブ、三郷ロータリークラブ、
三郷ウエンズデーロータリークラブ会長幹事様ようこそ、
今年１年間よろしくお願いいたします。

酒井幸晴 お客さまようこそ、沖、橘年度の開始おめでとうございます。



橘和宏 お客様いらっしゃいませ、本年度幹事をやらせていただくことになりました。
まだ右も左も分かりませんが、精一杯頑張りますので皆さんの
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

田中欣一 沖年度、順調な滑り出しおめでとうございます。１年間みんなで
盛り上げてゆきましょう。

谷津茂男 小島ガバナー補佐をはじめ、各クラブの会長幹事様本日はようこそ谷津茂男 小島ガバナ 補佐をはじめ、各クラブの会長幹事様本日はようこそ
お出でくださいました。

その他ニコニコ協力者 片野秀臣、中村智英

７． 出席報告 出席委員長　　酒井幸晴

例会数 　　　例会日　　　会員数　　出席数　　欠席数　　免除　　MU　　　出席率
第９５３回 ７月６日 １９名 　１５名 ２名 　２名 ０名 ８８．２４％
第９５２回 ６月１９日 22名 １７名 ３名 ２名 ０名 ８５％第９５２回 ６月１９日 22名 １７名 ３名 ２名 ０名 ８５％
第９５１回 ６月１５日 22名 　　８名 ２名 　２名 １０名 ９０％


