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ＲＩテーマ

会長/片山 金次郎
次週の例会

今週の例会

201１年 ６月１４日(火)第３３０回
■点 鐘
12 時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 クラブ協議会
年間活動総括

ク ラ ブ テ ー マ

「

幹事/中山 祐太郎

201１年 ６月 19・20 日第３３１回
■点 鐘
■例会場
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 親睦旅行

初 志 忘 れ ず

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

新 た な 息 吹 を

」

本日の例会は、寺沢会長エレクトによる「次年度に向
けて」の、いわば所信表明の例会となります。よろしく
お願い致します。

■ゲスト紹介
ＲＩ 第 2770 地区
ガバナー

井橋
ＲＩ会長賞 受賞

■会長挨拶

片山 金次郎

皆様、こんにちは！
本日は特別なお客様がお見えになりました。第 2770
地区ガバナー 井橋吉一様です。ようこそ、いらっしゃ
いました。今回の訪問は、我々欅ＲＣが今年度のＲＩ会
長賞を受賞したその表彰と、第３Ｇガバナー補佐へのお
礼を込めた感謝状の贈呈にお出でになられました。ガバ
ナー直接、足を運んで頂き本当にありがとうございます。
井橋ガバナーには 1 年間に亘り大変お疲れ様でござい
ました。我々クラブに対し温かいご指導心より感謝申し
上げます。ガバナーは 1 年間健康で通されましたが、先
日地区幹事の中島様にお逢いしましたら、首にギブスを
しておりましたので訳をお伺いした所、首の骨を削る手
術をしたとの事、1 年間首を賭けてガバナーをお護りす
るのも容易なことではないなと冗談話をしたものです。
私共の中山幹事も現在、足首の治療で入院中です。ロー
タリー疲れで足がもつれたようです。大事に至らなけれ
ばと思います。
さて、6 月、今年度の最終月になりました。私もあと
僅か一月となりましたが、ガバナーガバナー補佐の良き
ご指導の下、又、会員皆様の温かいご協力により、充実
した実り多い楽しいロータリーライフを送れる事が出
来そうです。そして心残りだった会員増強も今月中に 2
名入会の目途が立ちました。手続きを急いで 6 月中にエ
ントリーしたいと考えております。目標にあと残り 1 名、
諦めずに頑張りたいと思います。

吉一様

欅ＲＣより野原ガバナー補佐を輩出していただきあり
がとうございます。野原ガバナー補佐は大変活動的
で、第 3Ｇの実績は大変良い状況であります。感謝申し
上げます。
振り返りますと 7 月にスタートし、8 月には田中作冶パス
トガバナーがＲＩ会長ノミニーに選出され、第 2770 地区
にとっては名誉なことでした。3 月 11 日に東日本大震災
が発生しそれ以降の周年行事が中止となり、被災地支
援活動が多くなりました。第 1～第 4Ｇ合同での双葉町
への義援金贈呈では野原ガバナー補佐にご尽力いた
だきました。
ＲＩ会長賞は地区で半数以上の 41 クラブが受章いた
しました。熱意あるロータリー活動をしていただきありが
とうございました。

井橋ガバナー感謝状贈呈の御礼とクラブへの感謝
ガバナー補佐 野原 哲夫
本日は、井橋ガバナーには、ご多
用のところお越しいただき感謝状を
頂戴し誠に有難うございます。
パスト会長や会員の皆様のご推
薦とご支援によって、一昨年の１０月頃から１年８月にか
けてガバナー補佐を経験させていただきました。
ガバナーをはじめとする地区役員の皆様、同期のガバ
ナー補佐の方々の皆様と知り合いになり、ご指導を賜り
ながらグループ内の事業を滞りなく実施することができま
した。

井橋ガバナーの「組織の停滞は 後退である。」とい
う考えのもと、変化ある現状を分析し、変革にチャレン
ジすることが組織の継続発展に必要であるという言葉
に魅せられ、一緒にロータリ活動を実施できたことは、
貴重な経験でありました。
グループ内の各クラブへ、平均 7～8 回訪問し、各ク
ラブの事業に直接参加したことは、それぞれのクラブの
伝統と文化並びに雰囲気を知ることができ、ロータリー
の内容等が多少理解できたような気がします。
特に、大宮シティＲＣとカンボジアに同行したり、大宮
ＲＣのサッカーボール磨きで、ブラジルや震災地域に贈
ることなど貴重な奉仕活動を体験し、感動を得ることが
できました。
私にとって大きな事業のＩＭについては、「世界に飛
び出せ、日本の若者」というテーマで約 1 年前から準備
し、各クラブの会長幹事や当クラブの会員の皆様のご
協力によって満足するものができました。
また、3 月の東日本大震災に際しての、双葉町へ直
接手渡した義援金支援についても短期間に実施し、大
変思い出に残る活動でした。
地区の大きな命題である会員増強については、第 3
グループ 4 月末 30 名の新会員加入をみて、先週の土
曜日に多数の出席を得て過去に経験のない「第 3 グル
ープ新会員炉辺会議」を実施し、またまた感動を得るこ
とができました。
最後になりますが、ロータリー活動の原点は、「ロータ
リーの綱領」にありますので、各人が正しく理解され認
識を深め当クラブがますます活性化することを期待しま
す。

■委員会報告
●親睦委員会
・6 月 19・20 日（日・月）で親睦旅行を実施致し
ます。

■ クラブ協議会
次年度寺沢会長より、次年度の取り組みについてお
話がありました。

■スマイル報告
■井橋 吉一様（第 2,770 地区ガバナー）
＊お心遣いをいただきました。
◆片山 金次郎会員
本日は第 2770 地区井橋ガバナー、ようこそいら
っしゃいました。今年１年間大変お疲れ様でございま
した。また、我々欅ＲＣにも良きご指導をいただき感
謝申し上げます。今後共、末長くよろしくお願い申し
上げます。ありがとうございました。
◇秋本 昌治会員
井橋ガバナー、本日はご苦労様です。
◆井上 久雄会員
井橋ガバナー、ようこそお出で下さいました。１年
間のご指導ありごとうございました。今後ともさいた
ま欅ＲＣをよろしくお願い致します。本日もよろしく

お願い致します。
◇井上 博明会員
井橋ガバナー、ようこそお出で下さいました。双葉
町の義援金ありがとうございました。又、昨日は同行
させていただきありがとうございます。高校の親友の
同級生に５０年ぶりに再会できました。野原ガバナー
補佐、土呂の駅前に広くて素晴らしい事務所の移転お
めでとうございます。新事務所の工事、旧事務所の現
状復旧工事の施工をさせていただきありがとうござ
います。感謝申し上げます。
◆内木 滋郎会員
国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７７０地区井橋ガバナー様、ようこ
そお越し下さいました。本年度、当クラブに大変ご指
導いただき誠にありがとうございました。又、野原ｶﾞ
ﾊﾞﾅ―補佐には、大変ご苦労様でした。世界大会土産
品ありがとうございます。秋本会員には過日、高齢者
運転講習ご配慮、ありがとうございました。50 年ぶ
りに教習所のコースを運転しました。初心に返ること
も必要ですね。
◇尾﨑 昭彦会員
本日もよろしくお願いします。
◆小池 智修会員
野原ｶﾞﾊﾞﾅ―補佐、国際大会お疲れ様でした。餞別
を今日スマイルに入れました。これで勘弁して下さい。
井橋ガバナー、ようこそ。
◇田中 修会員
井橋ガバナー、本日はありがとうございます。小池
さん、久しぶりです。体調いかがですか。
◆寺沢 良治会員
本日は第２７７０地区ガバナー 井橋吉一様、当ク
ラブへご訪問いただきありごとうございます。今後と
もよろしくお願い申し上げます。
◇内藤 憲会員
井橋ガバナー御足労いただきありがとうございま
す。今月は年度の最後の例会月です。来年度に向けた
例会月にしましょう。
◆中村 芳彦会員
くもり空ですが、気分は晴れやかにします。本日も
よろしくお願い致します。井橋ガバナーようこそ。
◇野原 哲夫会員
井橋ガバナー、ようこそお越し下さいました。今年
度はご指導賜りガバナー補佐として充実した経験が
出来ました。本日は感謝状ありがとうございました。
◆本多 正和会員
井橋ガバナーようこそお越し下さいました。本日も
よろしくお願い致します。
◇三上 等会員
井橋ガバナーようこそいらっしゃいました。本日も
よろしくお願い致します。
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45,000 円

累計

855,000 円

■出席報告
月日

会員総数

出席

欠席

出席率
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18

16

2

88.89％

