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2017 年７月 25 日（火）
酒井副会長
大宮シティロータリークラブ
パストガバナー補佐 沖田定男 様
米山学友 董 詩洋 様

坂 会長
沖田さんは昔から公私ともにお
世話になっておりまして、ガバナ
ー補佐の時に、酒井副会長が会長
で、私も幹事として大変勉強させ
て頂きました。その後、沖田さん
から、ロータリーは会長をやって
一人前だから早くやれと叱咤が
ございました。お陰様で今年、会長をやることになりま
したとご報告をしましたら、今日は激励に来て下さった
のかと思いきや、冷やかしに来たのと、星野クラブ研修
リーダーの卓話を聞きに来たそうで、なんだ、そうか～
という思いであります。今日は、土用丑の日ということ
で、小沼 SAA と今夜は鰻の食事にしたいと画策したんで
すが、星沢会計より予算がありませんと。雰囲気だけと
思い、浜名湖産のうなぎパイを今日はご用意させて頂き
ました。本当はもっと長いのですが、私の個人的予算で
ミニにさせて頂きました。本日はロータリーの友の話を
少しさせて頂きます。星野さんがロータリーの友地区代
表委員ということもありますが、前回の例会で 7 月号が
配られましたので、ご覧頂きたいと思います。17、19 ﾍﾟ
ｰｼﾞにＲＩ会長の方針、人となりが出ていて大変勉強に
なると思います。それから熊本の震災の記事が載ってい
ますが、私も熊本に友人がいて、震災後も先日もお見舞
いに行ってきました。まだ震災のダメージの修復をして
いるところに、今回の豪雨ということで、なんとしても
義捐はお願いしたいという思いであります。
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力を頂いて本当に有難うございました。お陰様で濱野も
職を終える事が出来ました。残念なことに終わって半年
で他界されてしまって非常に残念でした。最後の飾りを
やってのけたのではと思っております。私共のクラブは
初代の会長でもありますので、ずっと濱野さんを旗柱に
してこれからも頑張っていきたいと思っております。

米山学友 董 詩洋 様
今日は、最近のやってることを報告したいと思います。
中国と日本の科学技術を持ってきたり、向こうに教えた
りの事業を始めました。始めたばっかりなので、この先
色々あると思いますが、頑張りたいと思います。

入江幹事
・九州北部豪雨義援金お 1 人様 1,000 円以上となってお
りますので、よろしくお願いします。
・RI 分担金、地区分担金、第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ分担金、米山普通
寄付 2,500 円×53 名分、送金完了しました。
・8/1 例会、大宮地区がお祭りの為、交通規制があります。
車の方はご注意下さい。当日はスーパークールビズで、
浴衣、アロハ、短パンで来ることが許されます。

ホーム例会 100％
深田幹事、樋口会員

ﾒｲｷｬｯﾌﾟ 100％
南会長、勝野
会員、久世会員、
熊木会員、品川
会員、星野会員、
山田会員

大宮シティＲＣ パストガバナー補佐 沖田定男 様
今日は坂さんのお祝いに駆け付けました。中央クラブさ
んと私共とは、非常に深い関係がございまして、久世さ
んがガバナーをやっていた時に生まれたクラブでして、
丁度 20 年目になります。来年の 4/21 に誕生祝いをしよ
うという事で、江川パスト会長が一生懸命準備を進めて
いるところでございます。また、一昨年、濱野ガバナー
が選出された時には、本クラブの皆様には絶大なるご協

山田職業奉仕委員長
今週の日曜に行われました３大奉仕プロジェクト部門
セミナーに参加させて頂きました。職業奉仕部門委員長
よりご挨拶と方針についてお話がありました。ロータリ
ーの原点は職業奉仕という事で、何度も繰り返しお話が
あり、
地区の方で用意しているDVD を約20 分見ました。

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

規定審議会で職業奉仕の定義に追加された、
「外への職
業奉仕」を是非考えて頂きたいとの事でした。10/27 職
業奉仕セミナーがあります。お時間のある方はご参加下
さい。
泉国際奉仕委員長 私も同じく部門セミ
ナーに参加してきました。国際奉仕では、
海外に提唱者（ロータリークラブ）が必要
なので、2770 地区ではパッケージが用意
されていて、これを活用してもらうと流れ
がスムーズにいくとの事でした。１７コがフィリピンで
２コがベトナムだそうです。支援の金額は 20 万から 40
万位です。あと日韓親善会議、現在５５名なので多くの
参加をという事と、来年のカナダ・トロント国際大会も
是非沢山の方で行きましょうというお話でした。
社会奉仕委員長 8/5 地区補助金事業と
して、子ども食堂にそば打ちに行ってきま
す。参加者は 12 名、久世さんが見学に来
て頂けるそうで、総勢 13 名です。

星野クラブ研修リーダー
坂会長から、本年度より「ロータリーの目的」を唱和す
るんですけど、ここに書かれている内容を説明して欲し
いと言われまして、私も知らなかったので、言われてか
ら勉強をして参りましたが、非常に面白くありません！
ですが唱和するなら、ある程度知っておかないといけな
いのかなと思い、調べた事を発表させて頂きます。
（以
下、プロジェクターを使用しながら説明を頂きました）

勝野由行委員長
会員総数 ：５３名 出席対象者：４８名
出席者数 ：２９名 出 席 率：６０.42％
前々回修正出席率：８６.54％
（順不同）
齊藤副 SAA
○こんばんは。本日はお世話になります。坂会長、入江幹
事、出港おめでとうございます。
・・・・・・・・・・・・・大宮シティＲＣ 沖田定男 様
○大宮シティＲＣ沖田ガバナー補佐ようこそ。足元の悪
い中、ありがとうございます。
・・・・・・坂 仁視会長
○星野クラブ研修リーダー卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○沖田パストガバナー補佐、むし暑い中、大宮中央の例会
においで下さいましてありがとうございます。本日は湿
度 100%でしょうか。例会も 100%めざして、行きま
しょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・入江信仁会員
○大宮シティ沖田様ようこそ。
・・・・・・・久世晴雅会員
○蒸し暑い日が続いてます。大宮シティ沖田様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井正次会員
○大宮シティＲＣ沖田パストガバナー補佐、大宮中央Ｒ
Ｃへようこそ。
・・・・・・・・・・・・・徳永誠三会員
○沖田ガバナー補佐、大宮中央ＲＣへようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勝野由行会員
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○沖田パストガバナー補佐ようこそおいで下さいました。
星野クラブ研修リーダー、会員研修よろしくお願いし
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員
○沖田様ようこそ。
・・・・・・町田宏遠会員、守屋 実会員、柴田 功会員
○先週は食事がひどかった。カレーの方が良い。
（先週読
みそこなった分）
・・・・・・・・・・・・町田宏遠会員
○夜中の暑さは身体にこたえますね。
・・・・石川力哉会員
○こんばんは、毎日暑さでまいっています。夏カゼを引か
ないで頑張りましょう。
・・・・・・・・・林 正憲会員
○春先、堆肥の中に居たカブトムシの幼虫が立派に成虫と
なって出て来ました。桶の溜り水にオナガが落ちておぼ
れていました。
・・・・・・・・・・・・・樋口領治会員
○林さん、本日はおいしい物を頂きありがとうございまし
た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員
○南直前会長、昨日はお世話になりました。非常に盛り上
がりましたね。ごちそう様でした。お客様ようこそ！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○うな重が食べたい。
・・・・・・・・・・・熊木広光会員
○暑いですね～！・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
○30 日大宮の花火大会です。私の新築の家の屋上から良
く見えます。家の見学もかねて是非いらして下さい。会
費 1 人 500 円で 5 時頃からお待ちします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○お客様ようこそ！星野研修リーダー有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
○星野研修リーダーありがとうございました。毎日アツイ
です・・・・・・・・・・・・・・・・・川西英章会員
○星野さん、ありがとうございました。
・・・星沢義隆会員
○来週の会員卓話（例会前フリータイム利用）は、私が世
界陸上を楽しく観る方法をお教えします。
・御畑博司会員
○日曜の息子のレース、優勝できました。今シーズン、サ
ーキットアキガセのレースは５戦３勝です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○大阪の企画会社「ヘソ・プロダクション」が商品化した
「忖度まんじゅう」の注文が殺到しているとか！「忖度」
の意味は正確に英訳出来なく、
霞が関では
「あるべき姿」
とのこと。ナルホド！・・・・・・・・・見富清一会員
○先日の 3 部門合同セミナーお疲れ様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田善信会員
○免許証書替えの認知症テスト、昨日受けました。７５点
でした。思ったより悪いです。
・・・・・・吉田高法会員
○いきなり、どしゃぶりの雨。はだかになってシャワーで
もあびたくなりました。
・・・・・・・・・須永茂男会員
○急用でお先に失礼します。
・・・・・・・・篠井 仁会員
○8 月 5 日子ども食堂参加の予定者の皆さん、家庭集会あ
りがとうございました。
・・・・・・・・・堀越太志会員

本日のスマイル合計： ４０,０００円
本年度スマイル累計：２０４,０００円
本日の司会：佐野パスト会長

会 長 ： 坂 仁視

副会長 ： 酒井正次

幹 事 ： 入江信仁
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