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原点に戻ろう 29 名！みんなのクラブ
皆さんこんばんは。本日は
ガバナー公式訪問の日で
す。大変お忙しい中、私達
さいたま欅ＲＣの為に

お越しいただきました、ＲＩ第 2770 地区濱野ガバナ

ー、第 3 グループガバナー補佐星野様、地区副幹事
の岩淵様、ようこそお越しくださいました。本日は
ご指導の程宜しくお願い致します。17：00 より別
室に於いて、ガバナー面談が行われました。濱野ガ
バナー、星野ガバナー補佐、私、陳幹事、大塚会長
エレクト（オブザーバーとして井上博明会員）のメ
ンバーで行われた訳ですが、濱野ガバナーよりいろ
いろ質問があり、ご指導があった中で、15 周年、20
周年に向けて、理事会の中で検討して、長期戦略委
員会をクラブの中で設けて下さいとの事でした。人
事面だけではなく、各奉仕部門の事業長期計画、会
員拡大等を検討する委員会を設置する事が大事で
すとの事でした。猪苗代ＲＣクラブとの姉妹クラブ
の締結の件もご指導がありました。早急に検討した
いと思います。ところで皆様、次年度の第 3 グルー
プガバナー補佐が井上久雄直前会長に内定いたし
ました。是非皆様ご協力をお願いいたします。さて、
昨日第 3 グループ会長・幹事会がサンパレスで開か
れました。会議の前に地区より奉仕プロジェクト部
門の職業奉仕部門より隅内部門委員長、地域社会奉
仕委員会より欅ＲＣの井上博明委員、ブライダル委
員会より堀江委員さんがお越しになり、説明があり
ました。①隅内部門委員長より 10 月 17 日（金）の
職業奉仕月間セミナーには是非出席して頂きたい。
特に若い経営者のみなさには出席して頂き、参考に
して欲しいとの事でした。②井上委員（さいたま欅
ＲＣ）より腎・アイバンク献眼登録のお願い③堀江
委員さんよりブライダル委員会への登録のお願い
がありました。ブライダル委員会ではロータリアン
のご子息の登録を是非との事でした。私も商売柄い
ろいろなお客様と話をする機会がありますが、「息
子・娘が結婚しないからあの世にも行けない、誰か
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いないかしら…」との相談を持ちかけられることが
多々あります。是非お知り合いの方がいましたら登
録をしてはと思います。私の息子もまだ独身ですの
で登録をしようかと思っております。会長幹事会で
は色々な議題がありましたが、
1 にも 2 にも増強 3,4
がなくではなく、3,4 も増強、5 も増強！！さいたま
欅ＲＣは私の責任でもありますが、少し出遅れまし
た。中村増強委員長には叱咤激励をされっぱなしで
すが、12 月までには目途を立てたいと思っておりま
すので、会員の皆様宜しくお願い致します。社会に
おいてはテニスの錦織選手が全米オープンで準優
勝の快挙を成し遂げました。日本人（アジア人）と
しては、テニスの４大オープン（全英、全米、全仏、
全豪）で準決勝に進んだのは初めてとの事です。本
当に素晴らしいと思います。ここの所 20 歳前後の
お子さんが色々な分野で世界で活躍をしておりま
す。次世代のリーダーとして非常に楽しみです。私
の仕事の関係ですと「保険で自宅修理」との電話を
受け（火災保険の保険金を使った住宅の修理）見積
もりをしてもらったところ、高額な見積もりで修理
を断ったところ、解約料を請求される等、悪質な業
者が出ています。皆様も気を付けて頂ければと思い
ます。
感謝
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【地区より】
1. 9/3 地区補助金の振込がありました。
2. 9/19 18：00～ 20：00 ガバナー事務所に於いて
「RLI パート２ディスカッションリーダー第１回研修準
備会議」開催されます。⇒ 野原会員出席します。
【クラブより】
1. 9/8 18:00～ 大宮サンパレスに於いて
第 5 回・会長幹事会」が開催、会長幹事が出席
2. 9/10 18：30～焼肉ソウルに於いて
「クリスマス例会実行計画打ち合せ」が開催予定
3. 9/13 9：00～ 埼玉会館に於いて
RLI パートⅠ⇒大塚エレクトと小川会員出席予定
4. 9/19 12：00～ 清水園に於いて
「IM 実行委員会」が開催、陳幹事出席予定。
5. 9/19 19：00 パールトラットディアボラ大宮店に於いて
「第２回会員増強コミﾆヶサークル」開催予定

・・・今週の中国語 （濱野先生、請多指教）・・・・・・・
ぴんいぇ しぇんすん ちんどう ずう ちゃおう

(訳) 濱野様、御指導よろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プログラム：ガバナー表敬訪問
(日)美味しいです。
ふぁんいんぐぁんいん huan ying guang hin

2014-15 年度ガバナー
濱野 英美様
「ロータリーは人づくり、そ
して奉仕、ロータリーの原
点に戻ろう」

【発表者】
住吉 望クラブ管理部門委員長、冨澤幸弘.
広報・会報・雑誌委員会長、中村芳彦会員
増強維持部門委員長、伊藤 操親睦・ロー
タリー家族委員長、野原哲夫研修・ロータ
リー情報委員長、高野則子ロータリーの友
委員会、大塚章仁奉仕プロジェクト部門長、
井上久雄社会奉仕委員長、内藤 憲
井上久雄職業奉仕委員長、野原哲夫国際奉
仕部門委員長、森山 進ロータリー財団委
員会米山記念奨学委員長、内木滋郎初代会
長、片山金次郎第 7 代会長

・・・・・・・・・・・・・・・・・・表彰式
ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ ４回目
内木滋郎会員

陳 麗瓊幹事 濱野ガバナー、星野様、岩渕様、
お忙しい中、公式訪問ありがとうございます。今
日も皆様、宜しくお願いします。
小池 智修会員 濱野ガバナー、星野ガバナー補
佐、今日はよろしく御指導お願いします。今朝は
残念でした。久し振りに日本に錦の旗が昇ると思
い応援しましたが、やはり 2 位でした。
内木 滋郎会員、片山 金次郎会員 国際ﾛｰﾀﾘｰ第
2770 地区濱野ガバナー、星野ガバナー補佐、岩渕
地区副幹事様、公式訪問有難うございます。ご指
導宜しくお願い申し上げます。
野原 哲夫会員 本日はガバナー公式訪問です。
濱野ガバナー、熱の入った御指導お願いします。
星野ガバナー補佐、今後とも宜しくお願いします。
伊藤 操会員 濱野ガバナー、ようこそお越し下
さいました。今日一日よろしくお願い致します。
井上 久雄会員 濱野英美ガバナー様、公式訪問
ご苦労様です。さいたま欅 RC の LightUｐのため、
御指導よろしくお願い致します。
井上 博明会員、中村 芳彦会員 濱野英美ガバ
ナー、公式訪問有難うございます。
大塚 章仁会員 濱野ガバナー、星野ガバナー補
佐、岩渕様、お手やわらかにお願い致します。
小川 松雄会員
濱野英美ガバナー、公式訪問
ありがとうございます。ガバナー卓話、よろしく
お願いします。本日もよろしくお願いします。
住吉 望会員 濱野ガバナー、星野ガバナー補佐、
岩渕公式訪問担当副幹事、本日はようこそお越し
頂きました。良い学びの場に参加出来ます事、感
謝しています。
冨澤 幸弘会員 濱野様、星野様、岩渕様、本日
はありがとうございます。宜しくお願い致します。
内藤 憲会員 濱野ガバナー歓迎致します。御指
導の程、お願い致します。
森山 進会員 濱野ガバナー公式訪問ありがとう
ございます。本日は宜しくお願いいたします。
茂呂 耕太会員 濱野英美ガバナー、本日はあり
がとうございます。貴重な一日になると思います。
9/9 25,000 円（会員）累計 243,000 円
（ビジタ）累計 9７,500 円
（2014.7 月～）

米山奨学功労賞 ８回目
片山金次郎会員

スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国際ﾛｰﾀﾘｰ 2770 地区 ガバナー濱野 英美様
公式訪問お世話になります。31 番目のクラブです。
第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 星野 時夫様
本日はお世話になります。
三上 等会長 RI2770 地区濱野ガバナー、第 3 グル
ープガバナー補佐星野様、地区幹事岩渕様、本日
はご指導の程よろしくお願い致します。
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TEL 048-840-1213
OPEN 17：00 定休日 無
さいたま市桜区栄和 4-2-6

例会日 毎週火曜日 点鐘 19：00
例会場 ラフレさいたま 5 階
事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205

