平成２4 年
国際ロータリーテーマ

会長/井上
次週の例会

今週の例会

2012 年 7 月 1７日(火)第 3８２回
■点 鐘
1９時０0 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 年間プログラム
青少年交換 歓送迎会

「

クラブテーマ

博明

７月１０日 第３8１回例会

幹事/中村 芳彦

2012 年 ７月 24 日(火)第 3８3 回
■点 鐘
1９時０0 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 前年度決算
本年度予算

輝く希望を
会 長

ＮＯ．２8５発行

週報委員長/

陳

麗瓊

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １９：００
■事務局

さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

奉仕の中に見つけよう

」

挨 拶

皆様、こんばんは。お客様の皆様、ようこそお出で下さい
ました。
本日昼に大宮南ＲＣ様へご挨拶に行ってきました。清水さ
いたま市長の卓話は、スポーツとシティと経済効果のお話で
すごく参考になりました。
７月６日、福島県浜通り市町村長会議が郡山で行われ参加
してまいりました。前回冬の作業服を贈呈したのに続き今回
は夏の作業服を贈呈させていただき、私は浜通り会副幹事と
して、また、ＲＩ第 2770 地区さいたま欅ＲＣ会長として挨拶をしてきました。東日本大震災後、浜通
り会は何かお手伝いができないか試行錯誤しておりましたところ、井戸川双葉町長始め町民の皆様が埼
玉に避難してくれましたので、浜通り会と、また、地区にも協力いただき、直接顔の見えるお手伝いを
することができました。今後も何かありましたらお手伝いしたいと思いますので連絡下さい。と、申し
上げてきました。
川内村一部町民も戻ってますので、紅葉時期になったら川内村の健康ランドにでも会員を募って行っ
てみたいと思います。

お 客 様 紹 介
第 3 グループ
ガバナー補佐
斉藤 博一様
Ｇ幹事
黒臼 秀之様
井上会長、中村幹事よろしくお願いいたします。
田中作次ＲＩ会長、田中徳尚ガバナー、お二人が掲
げたテーマに沿ったご支援を皆さんと共にしたいと
思います。グループ 6 クラブで行う合同例会やＩＭ
へのご協力もよろしくお願いいたします。

さいたま中央ＲＣ
会長 近藤 登志夫様
幹事 三 富 俊 之様
グループが違うのでなかなかお目にかかれま
せんが、貴クラブにはとても親しみを感じており
ます。田中作次ＲＩ会長ということで地区等でご
一緒する機会があるかもしれませんし、親子クラ
ブで何かできれば楽しいですね。

さいたま中央ＲＣ
大宮南ＲＣ
会長
幹事

佐藤
誠様
押目 重夫様

本日は会長幹事様にお出でいただきありがとうご
ざいます。清水市長の卓話に会員多勢の出席があり、
カッコいい姿をお見せでき良かったです。今年度は
35 周年、節目の年です。記念事業を何か、これか
らです。一年間よろしくお願いいたします。

直前会長 河邉 壽郎様
直前幹事 井原
正様
創立のときにお手伝いさせていただき 9 年が
経つのですね。10 周年の来年どんな事業をされ
るのか楽しみです。寺沢直前会長の力の抜けたご
様子、私と同じです。去年一年間お世話になりあ
りがとうございました。井上会長、中村幹事、健
康にだけは気をつけて頑張って下さい。

幹

事

報

告

●地区より
①「日韓親善会議」の登録延長。ご参加をお願
いいたします。
②ロータリーの友（2012 年 7 月号）…当地
区関連ページ紹介。是非ご覧下さい。
③インターアクト年次大会開催のご案内
●第 3 グループより
①リスボン国際大会にご登録願います。
②「ロータリー国際フォーラム広島」への登録
が始まっております。
③地区大会チャリティーゴルフ大会にご参加
をお願いいたします。

公式訪問リハーサル
斉藤ガバナー補佐のご指導のもと 8 月 7 日に
行われる公式訪問のリハーサルを行いました。ク
ラブ協議会を本番同様に進行し各所においてア
ドバイスをいただきました。

スマイル報告
斉藤 博一様（第３Ｇガバナー補佐）
黒臼 秀之様（第３Ｇ幹事）
本日はお世話になります。一年間どうぞ宜しくお
願いいたします。
近藤 登志夫（さいたま中央ＲＣ会長）
お世話になります。
三富 俊之様（さいたま中央ＲＣ幹事）
本日はお世話になります。今年度も近藤会長共々
宜しくお願いいたします。
佐藤 誠様（大宮南ＲＣ会長）
押目 重夫様（大宮南ＲＣ幹事）
井上会長年度が充実した一年になります様、また、
さいたま欅ＲＣの益々のご発展をご祈念申し上げ
ております。
河邉 壽郎様（さいたま中央ＲＣ直前会長）
井上会長、中村幹事、一年間がんばって下さい。
本日はお世話になります。
井原 正様（さいたま中央ＲＣ直前幹事）
一年間お世話になりありがとうございました。
井上 博明会員
皆様こんばんは。お客様ようこそおいで下さいま
した。いろいろとよろしくお願いいたします。斉藤
ガバナー補佐、公式訪問のご指導よろしくお願いい
たします。
中村 芳彦会員
ガバナー補佐 斉藤様始め大宮南ＲＣの皆様、親
クラブ さいたま中央ＲＣの皆様、ようこそいらっ
しゃいました。本日昼、大宮南ＲＣ様への訪問楽し
かったです。
井上 久雄会員
ＲＩ第 2770 地区第 3Ｇ斉藤ガバナー補佐、黒
臼Ｇ幹事を始め大勢のお客様にご来会いただき誠

にありがとうございます。一年間皆様のご指導よろ
しくお願いいたします。斉藤ガバナー補佐、早いリ
ハーサルなので本番までに忘れてしまいそうです。
内木 滋郎会員
ＲＩ2770 地区第 3Ｇ 斉藤ガバナー補佐、黒臼
幹事、大宮南ＲＣ会長幹事様、スポンサークラブ さ
いたま中央ＲＣより会長幹事様、直前会長幹事様、
ようこそお越し下さいました。本年度も前年以上の
ご指導よろしくお願いいたします。
小池 智修会員
急に暑くなりました。金・土と八丈島へ大物釣り
に行ってきました。釣果はウメイロダイ・メジナ・
青ダイ・銀ダイと大漁でした。一人平均 5～6 匹釣
り上げ、夕方 5 時納竿。夜はバーべキューで大騒
ぎ、久しぶりに酒を飲みました。翌日も早朝 5 時
から漁船をチャーターしてましたが、海が荒れ飛行
機も飛ばない状態で、東海汽船で 11 時間かけて帰
港。行きは羽田、帰りは竹橋でした。沢山のお客様、
ご来訪ありがとうございます。本日もよろしくお願
いします。
住吉 望会員
斉藤ガバナー補佐を始めとするご来訪クラブの
皆様、ようこそお越しいただきました。
田中 修会員
斉藤ガバナー補佐、黒臼Ｇ幹事様、一年間ご指導
よろしくお願いいたします。また、大勢のお客様、
本日はようこそいらっしゃいました。
陳 麗瓊会員
本日も、皆様よろしくお願いします。
寺沢 良治会員
本日は、第 3Ｇガバナー補佐の斉藤様始め多勢の
皆様ようこそお越し下さいました。本年度もよろし
くお願い申し上げます。
野原 哲夫会員
井上丸、順調なスタートをしました。本日は斉藤
ガバナー補佐他、多数のお客様にお越しいただきあ
りがとうございます。本日、税一体改革関連法案が
衆議院で成立しました。
本多 正和会員
本日はたくさんのお客様、お越し下さいましてあ
りがとうございます。本日もよろしくお願いいたし
ます。
三上 等会員
斉藤ガバナー補佐、黒臼Ｇ幹事様、本日はご指導
よろしくお願いいたします。
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74,500 円
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会員総数
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出席率

20

15

5

75.00％

