国際ロータリー 第 2770 地区 第 3 グループ

大宮中央ロータリークラブ
2019－2020 週報 Vol .1300 2019.7.16 発行
［創 立］昭和 62 年 3 月 3 日
2019-20 年度 RI テーマ
［例 会］毎週火曜日 18:30～19:30
「ロータリーは世界をつなぐ（Rotary Connects the World）
」
［会 場］大宮サンパレス
［事務局］330-0802 さいたま市大宮区宮町 2-147 大宮ＫＳＡビル 403 TEL 048-648-6635 FAX 048-649-0901

2019 年７月２日（火）第 1600 回
樋口年度初例会
岩渕副会長
第３グループガバナー補佐 吉田耕之様
第３グループ幹事 佐藤隆行様
大宮ロータリークラブ
会長 櫻井義久様、幹事 花俣秀幸様
大宮南ロータリークラブ
会長 山崎聡亮様、幹事 大沢守輝様
大宮シティロータリークラブ
会長 岡本圭司様、北山修之様
さいたま大空ロータリークラブ
会長 マゲダラ・ガマゲ・マヘーシ・ブリヤン・ダサナー
ヤカ様、幹事 阮潔様
大宮西ロータリークラブ 清水恒信様

堀越副会長
久世諮問委員、熊木管理運営部門委員長、
佐野職業奉仕部門委員

も解けて、良い雰囲気で第３グループも動き出していると
感じております。皆様のご指導を重ねてお願いいたします。
そして、クラブ会員の皆様、長いロータリアン経験とは言
え、不勉強でまだ知識不足な面が沢山あります。船が山に
向かっちゃうかもしれません。その時には、ひとつ友情を
もって、指導をしてもらえれば有難いと思っております。
全力投球するつもりでございますので、皆さん一緒に走っ
て下さい。お願いいたします。ＲＩ会長マーク・ダニエル・
マローニさんは「ロータリーは世界をつなぐ」というテー
マを掲げました。私のテーマは「平和と豊かさを求めて、
楽しく第一歩を！」と掲げました。人権の主張も出来ない
子供や弱者の救済をなかなか認められない国、日本におい
ても、
「先生どうにかなりませんか？」というメモで訴えな
がら、親に殺害されてしまった小学４年生の女児の悲痛な
事件がありました。その記事を思い出す度に、身震いする
思いです。日本から世界につながる平和推進活動をしよう
ではありませんか。

吉田耕之 様
（大宮シティロータリークラブ所属）

樋口会長
第３４代会長を仰せつかりま
した。どうぞ宜しくお願いい
たします。本日お昼に大宮南
クラブさんがグループ内のト
ップをきって、初例会を開催
され、私と山田幹事が出席さ
せて頂いております。我々の
クラブが 2 番目の開催となり
ます。第３グループにおきましては、会長幹事の予定者
会議として、３回、会合をもちまして、ようやく顔を覚
えさせて頂いたり、世間話をさせて頂いたりして、緊張

熊木直前ガバナー補佐からは、一生懸
命引継ぎをして頂きまして、今でも、
熊木さんのアドバイスなしには、中々
進まないといったところでございます。
樋口会長におかれましては、先程、本音が言えないという
事をおっしゃってましたけど、会長幹事会では、やっぱり
大事なところでは、樋口さんの意見を求めて、それで決ま
るという事が多いので、非常に樋口会長には期待しており
ます。３つだけお願いがあります。本年度は、ポリオ撲滅
チャリティゴルフコンペのかわりに、10/24 世界ポリオデ
ーに向けて、ボーリング大会をさせて頂きます。その２日
後、久世パストガバナーの紹介で、大宮区民ふれあいフェ
アにブースを出店することになりましたので、こちらもご
協力お願
いいたします。最後に、2/13 がＩＭとな
っております。大勢のご参加をお願いい
たします。
←第３グループ幹事 佐藤隆行 様

クラブテーマ 「平和と豊かさを求めて、楽しく一歩を！」

・今月のロータリーレート１０８円
各クラブ会長よりご挨拶を頂きました

雨海親睦委員長

大宮ＲＣ
櫻井会長、花俣幹事

大宮南ＲＣ
山崎会長、大沢幹事

大宮シティＲＣ
岡本会長、北山幹事

山崎会長、大沢幹事

さいたま大空ＲＣ
マヘーシ会長、阮潔幹事

倉持出席委員長
会 員 総 数：５０名
出 席 者 数：４３名

田中輝一会員 （紹介者：深田会員）

出席対象者：４８名
出 席 率：８９.5％

（順不同）小川副ＳＡＡ
○樋口会長、山田幹事を始めとする大宮中央ロータリーク
ラブの皆様、一年間よろしくお願い致します。
第３G ガバナー補佐 吉田耕之様、第３G 幹事 佐藤隆行様

さいたま大空ＲＣ
マヘーシ会長 →

山田幹事
・7 月、8 月例会スケジュールの承認。
・大宮中央運営１４項目の承認。
・事務局勤務時間変更（月、水、金
10:00～16:00→11:00～17:00）

○初例会おめでとうございます。樋口会長と山田幹事は絶
妙なコンビですね！楽しみです！
大宮ロータリークラブ 会長 櫻井義久様、幹事 花俣秀幸
様
○樋口会長のおだやかな人柄にお会いすると心がやすまり
ます。１年間共に頑張りましょう。
・・・・・・・大宮南ロータリークラブ 会長 山崎聡亮様
幹事 大沢守輝様
○樋口会長、山田幹事、初例会おめでとうございます。１年
間どうぞよろしくお願いいたします。
・・・・・大宮シティロータリークラブ 会長 岡本圭司様
幹事 北山修之様
○樋口会長、山田幹事おめでとうございます。一年は、あっ
という間ですが、社会のためにいい奉仕ができるように
一緒に頑張りましょう。
さいたま大空ロータリークラブ 会長 マゲダラ・ガマゲ・
マヘーシ・ブリヤン・ダサナーヤカ様
○皆様、よろしくお願い致します。
・・・・樋口領治会長
○本日より、エレクト兼財団委員会副委員長、兼米山委員会
副委員長を務めさせていただきます。宜しくお願い致し
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員

クラブテーマ 「平和と豊かさを求めて、楽しく一歩を！」

○樋口年度のスタート、１年間頑張りましょう！
本日のスマイル合計： ９２，０００円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・倉持正徳会員
本年度スマイル累計： ９２，０００円
○樋口年度の門出を祝して。吉田第３グループガバナー補
佐を始め、グループ内会長幹事様、清水恒信様、初例会に
ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○樋口年度初例会、お客様ようこそ！クラブメンバー皆さ
ん１年間よろしくお願いします。
・・・・・堀越太志会員
○樋口年度初例会おめでとうございます。一年間頑張って
下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・林 正憲会員
○樋口会長、山田幹事、一年間よろしくお願いします。
・・・・御畑博司会員、小川一徳会員、藤堂智哲志会員
↑司会：坂庭ＳＡＡ、
○樋口会長、山田幹事、さあ出発です。体に気を付けて、気
スマイル：小川副ＳＡＡ
楽に行きましょう。
・・・・・・・・・・・入江信仁会員
○お客様ようこそ！樋口年度、よろしくお願いします。
↑ソングリーダー：
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
川嵜会員
○新年度スタートおめでとうございます。
・・斉藤健一会員
←４つのテスト：
○樋口年度お目出とうございます。
・・・・・熊木広光会員
○樋口年度のスタートおめでとうございます。樋口会長、山
星沢職業奉仕委員長
田幹事、お二人共、気力、体力を充実させて、素晴らしい
１年にして下さい。
・・・・・・・・・・・・佐野 巖会員
○樋口会長、山田幹事、初例会おめでとうございます。
司会：雨海親睦委員長
・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員、深田将由会員
○樋口会長、理事役員の皆様、一年間よろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川㟢彦一会員
○樋口会長、宜しくお願いします。
・・・・・柴田 功会員
○樋口年度スタート頑張って下さい。吉田ガバナー補佐、ご
指導よろしく。
・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○樋口会長、山田幹事、新年度スタート頑張って下さい。
乾杯：入江
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勝野由行会員
直前会長
○樋口年度スタートです。１年間楽しくやって行きましょ
う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員
○樋口年度、スタートを祝して。
・・・・・・町田宏遠会員
○樋口、山田年度、おめでとうございます。米山、財団を宜
しく！・・・・・・・・・・・・・・・・・山本英一会員
○樋口会長、山田幹事、初例会おめでとうございます。一年
間よろしくお願い致します。
・・・・・・・星沢義隆会員
○お客様ようこそ。樋口会長、山田幹事、１年頑張って下さ
い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・川西英章会員
○樋口年度初例会おめでとうございます。たくさんのお客
様ようこそ！・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
○樋口年度の出発を祝って。
・・・・・・・・石川力哉会員
○樋口年度、初例会おめでとうございます。田中さん、新入
会おめでとうございます。
・・・・・・・・松山哲則会員
○お客様ようこそ。樋口会長、山田幹事、いよいよですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○新年度のスタートですね。樋口会長、山田幹事、１年間よ
ろしくお願い致します。お客様ようこそお越しいただき
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・八上俊樹会員
○今日からお願いします！・・・・・・・・・田中輝一会員
○皆様、樋口年度、一年間ご協力よろしくお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田善信会員
○樋口年度のスタート、おめでとうございます。一年健康に
留意して楽しく盛り上げて下さい。
・・・・ 坂 仁視会員
○いよいよ樋口会長誕生、山田幹事ともども１年楽しんで
下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・雨海賢一会員

クラブテーマ 「平和と豊かさを求めて、楽しく一歩を！」

アトラクション 「樋口年度理事役員紹介」 ↓
進行役：鈴木真琴会員
樋口年度理事役員の幼少期の
写真、面白い写真をスライド
ショーにして、
「この人は誰
でしょう？」とクイズ形式で
紹介をしました。

↑ソフィアさん、7/23 帰国の為、最後の挨拶をされました。
大宮中央ロータリークラブ
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