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2019 年８月２７日（火）第 1606 回
外部卓話：地区公共イメージ部門委員長 梶間順子様
岩渕副会長
地区公共イメージ部門委員長 梶間順子様(浦和中 RC 所属)
越谷北ロータリークラブ 会長 小宮山大介様
越谷北ロータリークラブ 幹事 大濱裕広様
さいたま欅ロータリークラブ 幹事 荒蒔良和様

越谷北ロータリークラブ 会長 小宮山大介様、
幹事 大濱裕広様

堀越副会長のお嬢さんの千陽さんがフ

サミュエル君の件では、皆様
お世話になりますが、1 年間
よろしくお願い致します。私
、ロータリー歴 14 年になりま
して、現在は青少年交換委員
会として地区に出向させてい
ただいて、主にドイツを担当
で事務仕事をしております。越谷北ＲＣについては幹事
の方からお話をさせて頂きます。
（以下、大濱幹事より）

ィンランドへ、そしてフィンランドからはサミュエル君

さいたま欅ロータリークラブ 幹事 荒蒔良和様

樋口会長
越谷北 RC 小宮山会長、大濱幹事さん、
そしてさいたま欅 RC 荒蒔幹事さん、
ようこそお出で下さいました。越谷北
RC さんには交換留学生二人の内の 1 人

本日は表敬訪問という事で、本来なら、もっ
と早い時期に、また会長共々参る予定であっ
ブを担って頂いております。改めましてお礼申し上げま
たんですが、急遽、予定がつかなくなって、
す。当クラブ会員の皆さんはこのことをしっかり認識戴
私一人での訪問となりました事、お詫び申し
きたいと思います。そしてさいたま欅 RC 荒蒔幹事さんは、 上げます。1 年間宜しくお願いいたします。
第 3 グループ内の幹事を代表する「模範幹事」さんと、
が来日しておりますが、当クラブの依頼でその世話クラ

熊木直前ガバナー補佐お墨付きの幹事さんです。先日納
涼（蕎麦打ち）例会にも高野会長とお出でいただき、下
期には合同例会のパートナークラブとなって頂く、親戚
クラブと思っております。今日は地区公共イメージ梶間

山田幹事

・9/20 職業奉仕部門セミナーのご案内が再度届いており
ます。是非、多くのご参加をお願いいたします。
・日本のロータリー100 年記念バッジが地区から届きま
したので、配布しております。

順子部門委員長をお招きしての卓話例会です。当クラブ
会員と一緒に貴重なお話を拝聴頂き、今後の事業に役立
てて頂ければ幸いです。梶間部門委員長宜しくお願い致
します。当クラブは夜間例会と言うこともあり、例会後
中山道挟んで反対側の「大宮バル」と言うお店で例会だ
けでは物足りない会員のカタリバになっております。お
時間が許す様でしたら、何方様も是非そちらへもが参加
頂けたらっと思っております。それから、8 月 16 日から
23 日まで会長立候補受付の告示を致しましたが、立候補
者が居りませんでしたので、「会長推薦委員会」を立ち
上げますので、会員諸兄の前向き、積極的なお力添えを
お願い致します。

地区公共イメージ部門委員長
梶間順子様
今まで色々な公共イメージ活動
をして参りました。(ロータリ
ーのゆるキャラ「みらいくん」
、
パルコの壁にプロジェクション
マッピングを流す、ラジオ放送
など）大変だったんですけど、
頑張ってやってきましたが、知
らない方が多く、中々浸透しな
いのが現実です。みんなの意識
として、盛り上げて頂けたら有
難いなと思います。様々な試みをしてきた 2770 地区です
が、本年度は「END POLIO NOW」一色でございます。

クラブテーマ 「平和と豊かさを求めて、楽しく一歩を！」

（以下、10/24 ポリオデー、ポリオ根絶についてお話を頂
きました）

倉持出席委員長
会 員 総 数：４９名
出 席 者 数：２６名

出席対象者：４３名
出 席 率：６１.90％

（順不同）石川力哉会員
○いつもお世話になり、ありがとうございます。思い出深い
こちらのクラブにお邪魔するのは何年ぶりでしょうか？
皆様にお会い出来て大変嬉しく思っております。本日は
宜しくお願い致します！
・・・・・・・地区公共イメージ部門委員長 梶間順子様
○越谷北ＲＣ、いつもお世話になっております。ごあいさつ
が遅くなりまして、失礼致しました。サム君の件では宜し
くお願いします。
・・・・・・越谷北ロータリークラブ 会長 小宮山大介様
○越谷北 RC の幹事の大浜と申します。本日、宜しくお願い
致します。
・・・越谷北ロータリークラブ 幹事 大濱裕広様
○樋口会長をはじめとする大宮中央ロータリークラブの皆
様、新年度おめでとうございます。本日は宜しくお願い致
します。
・・さいたま欅ロータリークラブ 幹事 荒蒔良和様
○お客様ありがとうございます。本日は宜しくお願い致し
ます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・樋口領治会長
○梶間様、本日は卓話ありがとうございます。荒蒔様、小宮
山様、大濱様、ようこそお越しいただきました。本日よろ
しくお願い致します。
・・・・・・・・・・山田善信幹事
○梶間様、卓話ありがとうございました。さいたま欅 荒蒔
様、越谷北 小宮山様、大濱様、ようこそ大宮中央 RC へ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀越太志会員
○さいたま欅 RC 荒蒔幹事、越谷北 RC 小宮山会長、大濱
幹事、ようこそいらっしゃいました。又、地区公共イメー
ジ部門委員長 梶間様、卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩渕孝男会員
○越谷北 RC 小宮山会長、大濱幹事、ようこそおいで下さ
いました。青少年奉仕委員が大変お世話になります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松山哲則会員
○越谷北 RC の皆様、交換学生の件で大変お世話になりま
す。よろしくお願いいたします。
・・・・・坂 仁視会員
○お客様ようこそ！梶間部門委員長、卓話ありがとうござ
います。
・・・・・・・・・・・・・・・・熊木広光会員
○お客様ようこそ。梶間さん、ますますお綺麗になりました
ね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・深田将由会員
○梶間順子さま、ようこそ！・・・・・・・・佐野 巖会員
○梶間順子地区公共イメージ部門委員長、卓話ありがとう
ございます。
・・・・・・・・・・・・・・・泉 英明会員
○梶間様、卓話ありがとうございました。
・・御畑博司会員、
山本英一会員、倉持正徳会員、雨海賢一会員
○梶間さん、お久しぶりです。卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星野時夫会員
○梶間部門委員長、ようこそ。ご指導下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
○お客様ようこそ！梶間様、卓話ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂庭広樹会員

○梶間さん、卓話ありがとうございます。
・・林 正憲会員
○世界的にフレーバーナッツが人気との情報。私がアメリ
カ旅行中、現地の新聞で人気 NO.1 は「ワサビ味アーモ
ンド」でした。日本で NO.1 は「スモークミックス」
、2
位は「ベーコンスモークドナッツ」
、3 位「きな粉＆クル
ミ」とのこと。日経２面を使用しての広告、R 銀行の H 君
が本日、日経 8/17 版と１位～３位迄を持って来てくれ
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・見富清一会員
○梶間様、卓話ありがとうございました。けやき RC 幹事
様、越谷北 RC 小宮山会長、大濱幹事様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
○梶間様、卓話ありがとうございました。けやき RC 荒蒔幹
事様、越谷北ＲＣ小宮山会長、
、大濱幹事様ようこそ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勝野由行会員
○週末、息子のレースで山形最上川まで４～５時間かけて
行って、0.002 秒差の２位って、何なの？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○昨日、酒井さんにお世話になり、子供達が和菓子づくり体
験をさせていただきました。ありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
○今日、東京駅近くでゲリラ豪雨にあいました。昔のおだや
かな残暑はどこへ行ったのでしょうか？・・東山 大会員
○山田幹事、娘さんの見送り行けなくてごめん。お迎えは必
ず行きます。
・・・・・・・・・・・・・・入江信仁会員
○お客様ようこそ。早退させて頂きます。
・・酒井正次会員
○二日酔い、早く迎え酒。
・・・・・・・・・石川力哉会員

本日のスマイル合計：
３７，５００円
本年度スマイル累計： ２４１，５００円
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