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酒井副会長 

第2770地区ガバナーエレクト 中川高志 様 

地区副幹事 飯野耕司 様 

さいたま欅ロータリークラブ 会長 野原哲夫 様 

さいたま欅ロータリークラブ 幹事 竹内儀治 様 

第4グループガバナー補佐 清水恒信 様 

青少年交換学生（大宮西高）藤崎連弥さんとお母様 

坂 会長

沢山のお客様にお越し頂き、有難うご 

ざいます。中川ガバナーエレクトにお 

かれましては、すでに次年度の準備に 

入っておられるかと思います。ご出身 

は大宮クラブで、私どもの親クラブに 

なります。私どものクラブでは、熊木 

会員をガバナー補佐として、小沼会員をグループ幹事、樋

口会員、深田会員を地区副幹事、また入江幹事を会長とし

て、中川ガバナー年度を盛り上げて行きたいと思います。

さいたま欅クラブさんは同じ日の同じ時間に例会をやって

いるので、なかなか時間の調整が出来ないのですが、今日

はいらして頂きました。また、今日は二度目になりますが、

清水さんどうも有難うございます。それから、藤崎君いよ

いよ 29日にフランスへ出立され、22 日には交換でアナス

ターシャさんが来日されます。さて、先週の日曜に 6回の

地区セミナーがやっと終わりました。関係者の皆様、暑い

中ご苦労様でした。地区のスタッフの皆様がしっかりとし

たプログラムで、大変勉強になりました。これからのクラ

ブ運営にしっかりと生かしていきたいと思っております。

そして、8/5 地区補助金事業の子ども食堂そば打ちに出席

された 15名の方々、有難うございました。とても勉強にな

りましたので、今回ご出席できなかった方は、また次回に

是非ご参加下さい。2019-20 年度会長立候補、本日締切ま

した。残念ですが立候補がございませんでしたので、諮問

委員会を開き、推薦委員会を発足致します。 

第2770地区ガバナーエレクト 中川高志 様 
不整脈が出て手術しまして、治療してた 

んですけど、だいぶ良くなりましたので、 

この仕事を全う出来るかなと思います。 

7/1からガバナーエレクトとなりました 

ので、ご挨拶に参りました。一生懸命勉 

強して、皆さんに還元したいと思います 

ので、ご協力の程宜しくお願い致します。 

さいたま欅ロータリークラブ 会長 野原哲夫様 
私共も同じ日の夜間例会ということで、時間の都合がつか 

 

 

 

 

 

ず遅くなってしまい 

ました。今週は移動 

例会なので、本日こ 

こに来られました。7 

年前の切敷年度の25 

周年を思い出します。 

本当に温かく迎えて 

頂き有難うございます。私共のクラブは来年 15周年という

事で、第2ラウンドというつもりで頑張りたいと思います。 

第4グループガバナー補佐 清水恒信 様 
毎年初例会に来ています。その度に亡くな 

った先生と久世さんに、話は短くしろと言 

われております。今年ガバナー補佐を仰せ 

つかって、失言には気を付けて、大宮中央 

に負けないように、大宮西を含め 6グルー 

プが活性化するよう頑張ります。 

青少年交換学生 藤崎連弥さん 出国まであと３週間 

となりました。夏休 

 みに入ってフラン 

ス語の他に料理も勉 

強していて、天ぷら、 

唐揚げ等上手に作れ 

るようになりました。

フランス語が難しく苦戦中です。僕の代わりに来るアナス

ターシャさんとも連絡を取っていて、英語が苦手と言って

いましたが、ラインの英語での返事がとても速いです。留

学したら深い関係の友達を作ってきたいと思います。 

（お母様からもお礼のお言葉を頂きました）

入江幹事

・テーブルの上のお菓子は藤崎さんのお母様 

から頂きました。 

・新國会員がご結婚されましたので、クラブ 

 よりお祝いをお渡しします。 

新國会員 41歳になり、大宮の方は新しい 

経営者に譲りまして、宮原の方で美容室を 

経営させて頂いております。この度は会長直 

々にお電話を頂き、仕事を早めに切り上げて 

久々に出て参りました。幸せな家庭を築いて 

参ります。本日は本当に有難うございました。 

村田青少年奉仕委員 8/6青少年奉仕部門 

セミナーに参加してきました。各委員会の方 

針、交換留学生の体験発表などを聞き、改め 

て重要なプログラムだなと実感しました。 

 

 

 

 ［創立］昭和62年3月3日    ［例会］毎週火曜日18:30～19:30     ［会場］大宮サンパレス   

  2017年 8月 8日（火） 第 1522回  地区補助金事業報告 

 会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」   



 

泉国際奉仕委員長 今日、家庭集会をし 

て地区補助金海外特別枠の打ち合わせをし 

ました。贈呈式に 11/16～11/20に行く事に 

なりました。詳しくは事務局からご案内を 

しますが、行ける人を募集したいと思いま 

すので、宜しくお願い致します。 

堀越社会奉仕委員長 

8/5に「さいたま子ども食堂」 

への地区補助金を使った支援 

をして参りました。なんで 

「子ども食堂」なのかという 

お話を簡単にさせてもらって 

、当日のご報告をさせて頂きます。（以下、 

プロジェクターを使用して写真を投影） 

参加が、大人 24人、子供19人、子ども 

食堂のスタッフ 9人、大宮中央会員 18人。 

非常に盛況で、大宮中央のチームワークの 

素晴らしさを実感致しました。次回 12月 

にありますので、また、ご協力を宜しくお願い致します。 

勝野由行委員長 

会員総数  ：５３名  出席対象者：４８名 

出席者数  ：３７名  出 席 率：７７.08％ 

前回修正出席率：８１.25％ 

（順不同）    町田会員 

○ガバナーエレクトになりました。ごあいさつに伺いました。 

・・・・・・・・第２７７０地区ガバナーエレクト 中川高志様 

○坂会長、入江幹事、大宮中央ＲＣの皆様、本日はよろしく 

お願い致します。・・・・・・・・ 地区副幹事 飯野耕司様 

○今年度の挨拶が遅れてすみません。以前は大変お世話にな 

 りました。本日もよろしくお願いします。さいたま欅ロータ 

  リークラブ 会長 野原哲夫様、幹事 竹内儀治様 

○今年度まだ2回目です！第４ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 清水恒信様 

○中川ガバナーエレクト、飯野地区幹事予定者、野原会長、 

竹内幹事、ありがとうございました。・・・・坂 仁視会長 

〇８月５日「さいたま子ども食堂」支援、地区補助金事業参 

加の皆様、おつかれ様でした。・・・・・・・坂 仁視会長 

〇台風一過！暑いな～。明日のゴルフは修業だな～。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長 

○中川ガバナーエレクト、野原会長、竹内幹事、清水ガバナ 

 ー補佐、藤崎様、台風がさった暑い中、私どもの例会に足 

をはこんでいただきありがとうございます。藤崎君、男を 

みがいて帰って来て下さい。・・・・・・・ 入江信仁幹事 

○お久しぶりです。新國です。この度はありがとうございま 

す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新國 潤会員 

○スーパークールビズを1週間、間違えました。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石川力哉会員 

○お客様ようこそ。・・・・・・久世晴雅会員、徳永誠三会員、 

星野時夫会員、川嵜彦一会員、切敷健一会員、柴田 功会員、 

大島勝利会員、山田善信会員、小沼岳司会員、 

○大勢のお客様ようこそ。・・・・・・・・・ 酒井正次会員 

○たくさんのお客様ようこそ。こども食堂参加の皆さん、お 

 つかれ様でした。・・・・・・・・・・・・ 勝野由行会員 

 

 

○中川様、清水様、野原様、ようこそ。・・・ 町田宏遠会員 

○暑い中ですが、頑張りましょう。・・・・・・ 篠井 仁会員 

○暑いです。体調管理気を付けます。・・・・ 小川一徳会員 

○中川ガバナーエレクト様、飯野地区副幹事様、野原さいた 

 ま欅ＲＣ会長様、竹内幹事様、お話有難うございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員 

○毎日暑いので、体調管理が難しくて大変です。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田高法会員 

○セミの声におこされる日々、夏の叫びに似てあついです！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・須永茂男会員 

○軽度ですが熱中症になりました。今後気を付けます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村田拓郎会員 

○中川ガバナーエレクトようこそいらっしゃいました。藤崎 

 連弥君、ようこそ。8/29はいよいよフランスへ出発です 

ね。猛暑が続きますが、体調整えて出発に備えて下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員 

○世界陸上、甲子園としばらく楽しめます。お客様ようこそ！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・御畑博司会員 

○皆さん、先週の子ども食堂、おつかれさまでした。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本英一会員 

○台風5号も我らの住む、さいたま市は大過無く、まずは目 

 出たし、お客様ようこそ。・・・・・・・ 品川喜久郎会員 

○子供食堂そば打ち、みなさんご苦労様でした。泉 英明会員 

○子供食堂おつかれ様でした。ペッパー2人になってました 

ね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員  

○さいたま子供食堂そば打ちにご協力頂いた皆様、有難うご

ざいました。次回12月予定しています。会員皆様の協力、

お待ちしています。・・・・・・・・・・・ 堀越太志会員 

○明日のＧコンペ多数の参加ありがとうございます。参加の 

 方は今夜は早めにお休み下さい。・・・・・ 川西英章会員 

○藤崎君、良い経験をつんで下さい。・・・・ 熊木広光会員 

○中川ガバナーエレクト、清水第４グループガバナー補佐、 

 飯野地区副幹事、野原さいたま欅ＲＣ会長、竹内幹事、 

 ようこそおいで下さいました。ありがとうございます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員 

○先日のそば打ち、御苦労様でした。帰宅後のビールが格別 

 でした。暑かったです。・・・・・・・・・・ 東山 大会員 

○中川ガバナーエレクトようこそ。宜しくお願いします。 

 堀越社会奉仕委員長、子供食堂「そば打ち会」大盛功よか 

 ったですね。・・・・・・・・・・・・・・ 樋口領治会員 

○中川ガバナー補佐ようこそ。中央の例会を楽しんで、又ご 

 指導宜しくお願いします。・・・・・・・・・林 正憲会員 

○さいたま子供食堂そば打ち支援参加の皆様、暑い中お疲れ 

 様でした。中川ガバナーエレクト始めお客様ようこそいら 

っしゃいました。・・・・・・・岩渕孝男会員 
 

本日のスマイル合計： ５４,０００円 

本年度スマイル累計：２９６,０００円 
 

入会以来、初めてのスマイル報告→ 
 

 

←本日の司会： 

切敷パスト会長 
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