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佐野 巖 会長
本日はクラブ協議会になっておりま
す。4/19 に行われた地区研修・協
議会の報告があります。次年度役員
の方、宜しくお願い致します。さて、
今も行方不明者の捜索が続いており
ます九州、熊本地震で、49 名の方
がお亡くなりになりました。被災に遭われた方に対し心
からお見舞いを申し上げます。先日、移動例会で西那須
野のパン・アキモトを訪問しました。参加された方、お
疲れ様でした。岩渕委員長、樋口委員長、有難うござい
ました。NASA も認めた安心・安全、アキモトのパン
の缶詰は賞味期限 6 カ月、
13 カ月、
37 カ月と非常食、
備蓄食として使用されています。今回の熊本地震でも現
地にいち早く持ち込まれて被災者の方々に配布された
そうです。秋元社長の卓話を聞きながら試食しましたが、
味も風味も変わらず暖かいパンで美味しかったです。私
達もパンの缶詰ではありませんが、年を取りいくつにな
っても、また色々な事があったとしても、常に変わらぬ
人間性で、周りの方に元気と安心を与えていける存在に
なっていければと思います。現在一日、病気、事故、老
衰で 3 千の人が亡くなっているそうです。今、生きて
いること、生かされていることに感謝し、限りある人生
を楽しく充実させていきたいと思います。

町田宏遠 幹事
・大宮ＲＣ60 周年記念参加者は、会長・
幹事、久世会員、林会員。他に出席さ
れる方がおられましたら、幹事まで。
・5/8 久世パストガバナーが会長をして
おります「アートフル夢祭り 2016」
が大宮駅東口で開催。是非お時間のある方はご参加を。
（10：00-17：00）
・地区より熊本震災の義捐金のお願いがきています。先日
企業訪問の際に 28,000 円の寄付を頂いておりますが、
来月の理事会で承認後 1,000 円×48 名分をクラブよ
り捻出したいと思います。

見富カウンセラー（清水沙奈さん報告）
先般、第 2 ホストファミリーに移った
と報告しましたが、奥さんのお母様が亡
くなり、非常に落ち込んでいるので、このまま継続出来
ないということで、急遽一般募集をしたそうです。詳細
は次回に報告があると思います。私ですが、4/8 に大
宮西高の入学式に評議員として参加しました。保護者が
作る熱血広報誌というのがあり、1 ページを使って、一
年間の長期交換プログラムの記事が載っていました。
「これはロータリークラブの事業で、今年は、2 年生の
清水沙奈さんがアメリカに留学し、かわりにジェネッサ
さんが西高の仲間になります。これも３０年近くに渡っ
てロータリークラブと関係を持たせて頂いているお蔭
です」と。私も青少年奉仕で４年間くらい関わってきま
したけれども、一般にアピールしてくれたのは初めてで
す。それと、清水沙奈さんの帰国が７/16 ANA11 便
にて成田着 13：55 に決まりました。
樋口ゴルフ同好会会長 4/7 第 2 回コン
ペ、大宮ゴルフにて、雨で大荒れの中開催。
優勝：入江会員、準優勝：山田会員、3 位
：浅海会員。当日、他のコンペの中に、沖
田パストガバナー補佐がいらっしゃって、
そちらのグループは大雨で中止になったので、急遽、
我々のコンペに参加。賞品まで出して頂きました。佐野
会長より会長賞も出して頂き、有難うございました。
4/22 プレステージにて第 3・4 合同ポリオ撲滅チャリ
ティコンペ開催。急遽ポリオでなく熊本に寄付すること
に。賞品があったのが、33 位の川西会員、88 位の深
田会員、ドラコンは深田会員と入江会員でした。
樋口職業情報委員長 4/21 企業訪問がありました。
秋元社長から岩渕委員長へお礼のハガキが
届きました。大勢の参加有難うございました。

柏木ふれあい社会奉仕委員長
5/21 そば打ち例会があります。是非皆様の
ご参加をお願い致します。

出会いに感謝して
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坂副会長 6/26 佐野年度お疲れ様家族
会、シルクドソレイユを観て、レインボ
ーブリッジの夜景を見ながら食事という
企画を、小沼副会長、熊木副幹事と担当
しています。最終例会の予算をつけてい
ますが、少しオーバーしているので、受
益者負担、会員、12 歳以上のご家族は 8,000 円と大
宮から往復のバス代 2,000 円、11 歳以下のお子様は
6,000 円となります。現在５０席用意しており、人数
に満たない場合は余った席をキャンセルしますので、早
めに 5/17 までにお返事をお願いしております。お孫
さんも喜ぶと思います。是非ご家族揃ってご参加下さい。

見富出席委員長
会員数：４８名

出席者数：３４名 出席率：７７％
（順不同）

松山会員

○先日の企業訪問、移動例会に参加された方、お疲れ様でし
た。次年度役員の方、地区研修・協議会報告有難うござい
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会長
○熊本震災お見舞い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員、酒井正次会員
○毎日続く地震のニュース、熊本がんばれ！・ 松山哲則会員
○地区研修・協議会出席の皆様、ご苦労様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・熊木広光会員
○地区研修・協議会お疲れ様でした。
・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員、御畑博司会員
○クラブ協議会お疲れ様でした。
・・石川力哉会員、星沢義隆
会員、南 慎一郎会員、深田将由会員、川西英章会員
○入江会員、今日鼻どうしたのですか？・・・・泉 英明会員
○トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、昔懐かしい黄色いメ
ロン（まくわうり）を各２本づつ購入、植えつけました。
林、泉、樋口先輩に挑戦致します。
・・・・・見富清一会員
○南年度理事会役員の方々お疲れ様でした。
・阿由葉晃市会員
○先日、祇園で舞妓さん遊びをしてきました。次回は皆さん
いかがでしょう。
・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会員
○岩渕さん、大変お世話になりました。子供も大喜びでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
○今夜、歌の練習に行きます。
・・・・・・・・入江信仁会員
○皆様には、感謝してます。
・・・・・・・・・柴田 功会員
○坂さん、熊木さん、土曜日ありがとうございました。岩渕
さん日曜日お世話になりました。
・・・・・・勝野由行会員
○岩渕さん日曜日お世話になりました。
・・・・徳永誠三会員
○いよいよ夏が近づいて来ましたね。
・・・・・木下 恵会員
○岩渕さんお世話になりました。
・・・・・・・町田宏遠会員
○林さん、昨日はおいしい物ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川㟢彦一会員
○箱根に行きます。
・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
○ふまれても、ふまれても、我はおきあがるなり。星は我に
光をあたえ給うなり。熊本へ 武者小路実篤 吉澤俊一会員
○4 月 7 日佐野年度第 2 回コンペ、4/10、11 旅行、4/21
企業訪問、4/22 第 3・4 グループ合同チャリティコンペ
参加頂き、有難うございました。
・・・・・・樋口領治会員

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

○南年度第 1 回理事会ご苦労さんでした。
・・・林 正憲会員
○先日の企業訪問例会には大勢の会員の皆さんにご参加いた
だき、ありがとうございました。
・・・・・・岩渕孝男会員
○あっと言う間に緑の季節に成り、元気を出さねば実り有る
年に出来ないと思うこの頃です。
・・・・・品川喜久郎会員
○皆様、おつかれ様です。
・・・・・・・・・・柏木英太会員
○お疲れさまです。遅刻してすみません。
・・・山田善信会員

本日のスマイル合計： ３２，０００円
本年度スマイル累計：９９６，９００円

南会長エレクト 次年度 RI 会長
はジョン･F･ジャーム氏、米国テ
ネシー州の方で、エンジニアリン
グの会社を経営しています。来年
度のテーマが「人類に奉仕をする
ロータリー」
。次年度のガバナー
は、浅水さんで吉澤俊一会員のご
友人の弁護士の方です。地区運営方針は「楽しいロータ
リークラブを作り上げよう」
。①計画的にクラブの運営
を。②マイロータリーへの登録を積極的に。地区では現
在登録数 25％を 50％以上にしたい。当クラブでも山
田次年度会報・広報委員長が９０％を目標に掲げていま
す。是非ご協力をお願いします。③R 財団設立 100 周
年なので、寄付をしっかりしよう。④増強、特に女性と
40歳未満の若年層の増強を意欲的に取り組みましょう。
⑤地元メディアの協力を得て、ロータリークラブの存在
意義、奉仕活動を地域の方にしっかりアピールしよう。
⑥公共団体、企業、ＮＰＯ法人などとの提携を検討しよ
う。地区目標は「財団 100 周年記念事業の増進と財団
への寄付の増進、ポリオ撲滅の達成、会員増強と会員維
持率の達成など」
。
数値目標は
「会員数 2,600 を 3,000
名にしよう」
。クラブ目標は「５５名」です。
幹事部会（深田次年度幹事予定者） 第 3 グループガバ
ナー補佐は、大宮ＲＣの中川さんです。大宮シティクリ
ニックの代表をされています。
管理運営部会（入江次年度クラブ奉仕委員長）
広報部会（山田次年度会報・広報委員長）
会員増強維持部会（岩渕次年度会員増強委員長）
職業奉仕部会（見富次年度職業情報委員長）
社会奉仕部会（星沢次年度社会奉仕委員長）
国際奉仕部会（林次年度国際奉仕委員長） 財団寄付目標
一人当たり 200＄、ポリオ 50＄、ベネファクター1
名（会員数 50 名以下の場合）1 名、米山寄付目標一人
当たり 25,000 円です。宜しくお願いします。
青少年奉仕部門（山本次年度青少年奉仕委員長）
米山記念奨学部会（倉持次年度米山記念奨学委員長）
Ｒ財団部門（御畑次年度副会長） ICU 国際大学への寄付
にご協力をお願い致します。

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

