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佐野年度初例会 理事会報告、誕生・結婚祝い
ま す ので この 一年 間宜し く お願 い致 しま す 。
2015-2016 年度の K.R.ラビンドラン R.I 会長のテ
第 2770 地区第 3 グループガバナー補佐
ーマは「Be a gift to the world」
「世界へのプレゼン
井上久雄 様（さいたま欅ロータリークラブ） トになろう」
。R.I 会長がおっしゃった最後の言葉が特
第 2770 地区第 3 グループ幹事
に私は好きです。
「人は手を閉じて生まれ、手を開い
茂呂耕太 様（さいたま欅ロータリークラブ） て世を去る」また「己の才能は、天から授かったもの」
上尾ロータリークラブ
と言われます。
（中略）限りある人生です！最高に自
会長 関口和夫 様、
幹事 藤村 作 様
分自身を輝かせて、地区活動方針である奉仕活動を通
直前会長 齋藤博重 様
副会長 久保田 勲 様
じて、人づくり、自分づくりに邁進しようではありま
齋藤 哲雄 様
せんか。本年度、私はクラブテーマとして「出会いに
大宮ロータリークラブ
感謝して」を掲げました。創立 30 周年を迎える大変
会長 平田 繁 様
幹事 小林義久 様
意義ある時に、会員としてその場に連なることを感謝
大宮南ロータリークラブ
して、次なる実践テーマを形にしてゆきたいと思いま
会長 龍前篤司 様
幹事 片岡隆史 様
す。1.一人が一人の会員増強で 30 周年を祝おう！2.
大宮シティロータリークラブ
毎例会の充実と出席率のアップを図ろう！3.各種委
会長 佐々木 修 様
幹事 佐藤隆行 様
員会活動を通じて人材育成を！4.地域社会から信頼
され愛されるクラブ創りを！5.ロータリー財団、米山
2015-2016 年度 大宮中央ＲＣ
記念奨学を理解しよう！。創立３０周年は単なる節目
第３０代会長 佐野 巖
でなく次への新たなスタートにする事が大事です。も
本日は井上ガバナー補佐、茂呂
う一度ロータリーの原点に立ち帰って、新しい大宮中
グループ幹事をはじめ、各クラ
央ＲＣを共に力を合わせて構築してゆこうではあり
ブの会長、幹事の方々、大変に
ませんか。会員の皆様のご支援と力強いご協力をお願
お忙しい中を私共クラブの初例
い申し上げます。本日は誠に有難うございました。
会にご来賓を賜りました事に対
し、厚く御礼申し上げます。私
１年間宜しくお願い致します。
はロータリー歴、今年で１０年
を迎えました。最初、親クラブ
上尾ロータリークラブ
である大宮クラブさんに 2005
会長 関口和夫 様
年７月に入会し、2009 年 12
幹事 藤村 作 様
月まで在籍致しました。その折、ここにおられる平田
会長、小林幹事を始め会員の皆さんに大変にお世話に
なった事、今でも良く覚えております。本当に有難う
大宮ロータリークラブ
ございました。そののち、翌年 2010 年 7 月に縁あ
会長 平田 繁 様
って、今の大宮中央ＲＣに入会した次第です。そして
幹事 小林義久 様
今回、創立 30 周年の会長という大役を仰せつかりま
して、その責任の重大さに身が引き締まる思いでおり
ます。力無き会長でありますが、全力で頑張って参り
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大宮南ロータリー
クラブ
会長 龍前篤司 様
幹事 片岡隆史 様
大宮シティ
ロータリークラブ
会長 佐々木修 様
幹事 佐藤隆行 様
町田宏遠 幹事
この後楽しいイベントがあり
ますので、幹事並びに理事会
報告はＦＡＸにてご案内致し
ます。１年間宜しくお願い致
します。

ＲＩ会長のテーマ、プロフィール、思いについて。
（以下略、年度計画書・ロータリーの友参照）
井原ガバナーのミッションとしては、一般の人にロー
タリーがどんな事をしているか知ってもらい知名度
を上げることです。メディアを使っても広報活動をす
るという事で、色々な団体とのコラボも考えていて、
特にボーイスカウトとのコラボを呼びかけています。
また認知症の問題にも取り組んでいまして、地区大会
でも認知症フォーラムを開催することになっており
ます。私としましては、コンピューター活用の推進と
いう事で、本年度ＲＩの方針としても「マイロータリ
ー」に登録して、色々な情報を活用して頂きたいとい
うのがあります。また、
「ロータリークラブセントラ
ル」というのもありまして、ＩＲのコンピューターと
直結していて、各クラブ目標値の設定を入力していく
とつぶさに進捗情報がわかります。是非、クラブ又は
個人の役にたてて頂きたいと思います。

星野時夫 地区広報部門委員長
お手元に埼玉新聞が配
布されていると思いま
すが、井原ガバナーと
埼玉新聞社の小川社長
が対談した記事が一面
に載っております。
各クラブに会員の部数
を送っておりますので、是非ご一読下さいますようお
願い致します。今年は当クラブから私と深田君、岩渕
さんと熊木さんの４人が地区へ出向しております。
１年間宜しくお願い致します。

メーキャップ第１号
大宮ＲＣ平田会長

米山奨学金７月分授与

守屋親睦委員長

「第 2770 地区 井原ガバナー
年度ロータリー活動について」
第 2770 地区
第 3 グループガバナー補佐 井上久雄 様
グループ幹事 茂呂耕太 様
（さいたま欅ロータリークラブ）

誕生日： 7/6 倉持会員、7/12 川西会員、
7/13 吉澤俊一会員、7/14 熊木会員、7/20 見富会員
結婚記念日：
7/5 見富会員
7/7 深田会員

見富出席委員長
会員数：４３名

出会いに感謝して

出席数：３６名

出席率：８４％
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（順不同）

・佐野会長、町田幹事、大宮中央ＲＣの歴史と伝統を受け継いでの 2015-16 年度の第一例会、誠におめで
とうございます。大宮中央ＲＣの皆さん一年間よろしくお願い致します。
第３グループガバナー補佐 井上久雄 様、グループ幹事 茂呂耕太 様（さいたま欅ロータリークラブ）
・佐野年度初例会おめでとうございます。先週はありがとうございました。
上尾ロータリークラブ会長 関口和夫 様
・佐野年度おめでとうございます。一年間よろしくお願いいたします。
上尾ロータリークラブ幹事 藤村 作 様
・佐野年度、初例会おめでとうございます。昨年度は、お世話になりました。
上尾ロータリークラブ直前会長 斎藤博重 様
・佐野会長、初例会おめでとうございます。
・・・・・・・・・上尾ロータリークラブ副会長 久保田 勲 様
・佐野会長、初例会おめでとうございます。一年間宜しくお願い申し上げます。
上尾ロータリークラブ 齋藤 哲雄 様
・佐野会長、町田幹事、おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。
大宮ロータリークラブ会長 平田 繁 様
・本日はお世話になります。よろしくお願いします。
・・・・・・ 大宮ロータリークラブ幹事 小林義久 様
・佐野会長、町田幹事、初例会おめでとうございます。中央ＲＣの皆さん、大宮南の２人をよろしくお願い
します。
・・・・・・・・・・・・・・・ 大宮南ロータリークラブ会長 龍前篤司 様、幹事 片岡隆史 様
・佐野会長、町田幹事、おめでとうございます。
・・・・・大宮シティロータリークラブ会長 佐々木 修 様
・佐野会長、町田幹事、第１例会おめでとうございます。 大宮シティロータリークラブ幹事 佐藤隆行 様
・井上ガバナー補佐始め、ご来賓の方々、本日は大変にありがとうございます。
・・・・・・・佐野 巖会長
・会員の皆さん、創立３０周年の本年、何卒よろしくお願いします。新しい歴史を築いてまいりましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐野 巖会長
・母の葬儀では皆様のご会葬ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 久世晴雅会員
・祝 佐野年度 初例会・・・・ 徳永誠三会員、勝野由行会員、氏家哲男会員、森建二会員、吉澤信一会員
・初例会に大勢のお客様ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
・大勢のお客様、本日はようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・阿由葉 晃市会員
・佐野年度初例会おめでとうございます。
・・・・・・・・・・守屋 実会員、山本英一会員、星野時夫会員
・祝 佐野年度初例会！これからもよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・木下 恵会員
・佐野会長、初船出おめでとうございます。今年度もよろしくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 川西英章会員、泉 英明会員
・佐野年度１年間宜しくお願い致します。ゴルフ準優勝有難うございます。
・・・・・・・・ 小沼岳司会員
・今年度もよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 村田拓郎会員
・佐野丸の出帆をお祝い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樋口領治会員
・初例会たくさんのご来賓の方にお越し頂きありがとうございました。佐野会長１年間がんばって下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 南 慎一郎会員
・佐野年度の出航を祝して、佐野丸には船長も水先案内人も乗船してますので、ご安心を。 岩渕孝男会員
・佐野会長、１年間がんばりましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 入江信仁会員
・佐の会長、町田幹事、初例会おめでとう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 切敷健一会員
・祝 佐野、町田丸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会員
・佐野、町田丸の船出おめでとうございます。
・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員、阿由葉 晃市会員
・佐野年度初例会おめでとうございます。一年間宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・林 正憲会員
・佐野年度スタート頑張って下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 久世晴雅会員
・佐野年度の始まり一年間よろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 川㟢彦一会員
・佐野年度スタート１年間よろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 町田宏遠会員
・佐野年度、みんなで楽しく！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
・佐野会長、町田幹事、初例会おめでとうございます。来週、誕生祝たのしみにしています。熊木広光会員
・佐野会長、町田幹事、１年間宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 深田将由会員
裏面に続く→
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・佐野年度の船出おめでとう御座居います。本年度は３０周年記念を会員一同で全力で応援しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 品川 喜久郎会員
・昨日、誕生日を迎えました。素晴らしい「ラン」の花、有難うございました。７月６日はサラダ記念日で
した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正憲会員
・佐野年度スタートの月、誕生月、結婚記念日月、サラリーマン時代は転勤辞令を何回受けた事でしょう。
とにかく私にとっても記念日であります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
・皆様おつかれ様です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柏木英太会員

本日のスマイル合計：１００，０００円

本年度スマイル累計：１００，０００円

例会終了後、前年度の職場見学にて訪問したインターネットを利用
した放送局（株）ワロップ所属のアイドルグループ「Notall」の
ライブで盛り上がりました！
←ワロップ社長

2015-2016 OMIYA CHUO ROTARY CLUB
副会長：坂 仁視・小沼 岳司
幹 事：町田 宏遠
会報・広報委員長：入江 信仁

創 立：昭和６２年３月３日
例会日：毎週火曜日
時 間：１８：３０～１９：３０
例会場：大宮サンパレス

