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酒井副会長
第 3 グループガバナー補佐 柴田 覚 様
（大宮南 RC 所属）
坂 会長
本日は、9/19 に行います大貫ガ
バナーの公式訪問例会の準備と
いう事で、柴田ガバナー補佐に
おかれましては、お昼と夜と同
じ食事になってしまって、大変
恐縮でございます。アナ、こん
ばんは。先週の日曜に留学生の
セミナーがございまして、私が参加して参りました。20
人の留学生が、まだ来て 2 週間位なんですが、それぞれ
挨拶をしました。彼女は素晴らしい日本語で、尚且つ順
応性が高くて、ビックリしたのは、会場のパイオランド
ホテルまで林さんの所から一人で来て帰ったと。本当に
素晴らしいと思います。さて、今、参道の真ん中辺、つ
まり平成広場で毎晩イルミネーションが行われており
ますが、まだご覧になっていない方は 18:00～21:00 ま
でやっております。是非足を運んで下さい。埼玉中央青
年会議所が青年会議所の全国大会を大宮に誘致いたし
まして、10 月中旬に大会が行われます。同じく 9 月中
旬に中川ガバナーエレクトが実行委員長の医療関係の
全国大会が行われるという
事で、大宮も大きな大会が行
われるような都市になって
参りました。駅前開発も進ん
でおり、10 月末の大宮南ク
ラブとの合同例会でもその
お話をさせて頂くよう準備
をしております。
アナスターシャさんへお小遣い授与

第 3 グループガバナー補佐
柴田 覚 様（大宮南 RC 所属）
今月 19 日に行われますガバナー公
式訪問のリハーサルという事で、
本日は宜しくお願い致します。先般
、九州北部地区の豪雨災害義捐金、
第 3 グループで 64 万円集めさせて頂きました。そして
全体で 304 万円ですから、第 3 グループは 21%の功績と
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ガバナー公式訪問前準備例会
いう事になります。本当に有難うございました。まず、
大貫ガバナーは上尾西クラブの出身でございまして、獣
医師さんで穏やかで優しいお顔をされていますが、芯が
非常に強い方でリーダーシップがある方だと思います。
是非、皆さんから貴重なご意見を聞きながら、より良い
クラブになるようアドバイスが出来たらと思っており
ますので、どうぞ宜しくお願い致します。

入江幹事
・先週の長期計画委員会担当のテーブルディスカッショ
ンのまとめは、来週、文書でご報告致します。

星沢会員
9 月号で特に印象に残ったのは、
36､37 ページ「正念場を迎える
ロータリー希望の風奨学金」と
いう秋田県潟上ロータリークラ
ブの方の記事です。こうゆうも
のがあるのを初めて知りました
し、丁度、私の息子もこの春大学に進学しましたので、
もし、私が被災とかしていたらどうなっていたかと思う
と背筋がゾッとしたり、非常に勉強になりました。38 ﾍﾟ
ｰｼﾞに、当第 2770 地区もこの奨学金 100 万円出している
と載っていますので、非常に印象に残りました。

国際奉仕委員会 泉委員長
地区補助金「海外特別枠」で、11/16
～20 まで、カンボジアに行って贈呈
式を行う件ですが、現在７名が参加
する予定です。時間が経つと料金が
変ったり、同じホテルに泊まれない
という懸念もあるんですけど、随時受付してますので、
出来るだけ早くお申込み頂きたいと思います。

樋口委員
会員総数 ：５３名 出席対象者：４６名
出席者数 ：３１名 出 席 率：６７.39％
前々例会修正出席率：７５.51％
（順不同）
東山会員
〇本日の公式訪問リハーサル宜しくお願いいたします。
本番での成功を願っております。
・・・・・第 3 グループガバナー補佐 柴田 覚 様

会長テーマ 「クラブを見詰め直そう」

〇柴田ガバナー補佐ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
〇理事、役員の皆様、早い時間からおつかれさまでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会長
〇泉さん、見富さん、山本さん、退会防止活動ありが
とうございます。
・・・・・・・・・・坂 仁視会長
○柴田ガバナー補佐、お忙しい中ありがとうございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・入江信仁幹事
○公式訪問準備例会に柴田ガバナー補佐、出席ありが
とうございます。
・・・・・・・・・ 酒井正次会員
○理事会遅刻して申し訳ございませんでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・山田善信会員
○カンボジア山本日本語学校は日本語で国際交流が出
来ます。参加下さい。
・・・・・・・・泉 英明会員
○急に秋の気配。秋の夜長と言えば虫の声、マツムシ、
スズムシ、ウマオイ、コオロギ、くつわムシ etc．
懐かしい文部省唱歌「虫の声」を本日出席の何％の
方がご存知か？・・・・・・・・・・見富清一会員
○涼しくなりましたね。元気に過ごしましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 柴田 功会員
○クラブ協議会、お疲れ様です。
・・・ 石川力哉会員
○平成元年６月に入会しましたが、SAA はやってな
いので、多分初めての例会の司会を経験させて頂き
ました。あと生きている内にもう１回位．
．
．
。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 勝野由行会員
○来週は欠席です。
・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○先日、息子と日光東照宮に行ってきました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小川一徳会員
○白米、大根播きのシーズンとなり畑は忙しいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 樋口領治会員
○クラブ協議会御苦労様でした。
・・・・星沢義隆会員
○先週の徳さんの名司会に続き、今週も勝ちゃんの名
司会でした。来週はだれの名司会だ？ 徳永誠三会員
○クーラーをたよらずに眠れる日がつづくこのごろで
す。きたる秋をたのしみに！・・・・ 須永茂男会員
○学校の夏休みも明けて、２学期始まり通勤通学電車
も生徒、学生でにぎやかになりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松山哲則会員
○ガバナー公式訪問 100%で行きましょう！
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山本英一会員
○柴田ガバナー補佐、本日は御苦労様です。ご指導よ
ろしくお願いします。
・・・・・・・・星野時夫会員
○柴田ガバナー補佐、ご指導よろしく。 久世晴雅会員
○柴田様ようこそ。
・・・・・・・・・・町田宏遠会員
○クラブ協議会ご苦労様です。第 3 グループガバナー
補佐 柴田 覚様、今日は宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 林 正憲会員
○柴田ガバナー補佐、ご苦労様です。
・ 切敷健一会員
○柴田ガバナー補佐ご苦労様です。今日と 19 日の 2
日間、宜しくご指導お願いします。
・ 岩渕孝男会員
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○柴田ガバナー補佐、本日はご指導ありがとうござい
ました。
・・・・・・・・・・・・・ 熊木広光会員
○柴田ガバナー補佐ようこそお越し下さいました。
本年もよろしくお願いします。
・・・南 慎一郎会員
○柴田ガバナー補佐ようこそ。
・・・・・・・・・・ 深田将由会員、堀越太志会員
○柴田ガバナー補佐、本日は宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・ 佐野 巖会員、小沼岳司会員

本日のスマイル合計：
３４,０００円
本年度スマイル累計：
２９４,０００円

スマイル報告:
東山会員

↑出席報告：樋口会員
本日の司会：勝野パスト会長

↑目的・四つのテスト：
泉会員

閉会点鐘後、公式訪問リハーサルのクラブ協議会が
行われ、柴田ガバナー補佐に講評を頂きました。
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