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次週の例会

今週の例会

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 11～12 年度決算
12～13 年度予算

博明

７月１７日 第３8２回例会

幹事/中村 芳彦

2012 年 ８月 １日(水)第 3８４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 納涼例会
葛西花火大会

輝く希望を

ＮＯ．２8６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

」

門別邸）に於いて、福島県立双葉高校の母校存続
の誓いの集いに参加してきました。出席者の若者
は双高出身でご両親も双高、自分の子どもも双高
に行かせたいとの思いがあり存続させたいとのこ
とでした。
本日の例会は青少年交換歓送迎会です。よろし
くお願いいたします。

お 客 様 紹 介
大宮ロータリークラブ

会

長

挨

拶

皆様、こんばんは。
関東地方は、今日梅雨が明けた模様です。連日の
猛暑により体が悲鳴を上げている方も多くおられる
でしょう。こまめに水分を摂取する等、熱中症にな
らないように気をつけて下さい。また、熱中症予防
は、体は冬バージョンから夏バージョンの切り替え
が必要です。足湯と手湯を 45℃のお湯で週 1 回 5
分、夕方か夜 3 回程度で夏バージョンに戻ると言わ
れています。酢を少々入れると特に良いと言われて
います。風呂の場合は 42 度なので低いとのことで
す。予防は、たんぱく質、豆腐、卵、牛乳、鶏ササ
ミ。隠れ熱中症がありますので寝る前、朝に水分を。
さて、本日の例会には大勢のお客様をお迎えして
おります。大宮ＲＣ 中川会長様、櫻井幹事様、大宮
シティＲＣ 蓜島会長様、井上幹事様、大宮北高 井
澤先生、ホストファミリー 森田様、野原様、派遣学
生 北浦様、ご両親様、ローテックス 斉藤様、よう
こそお出で下さいました。深く感謝申し上げます。
7 月 12 日、さいたま中央ＲＣを訪問させていた
だき、ピアノの生演奏聞いてきました。又、広報/
会報/雑誌委員会にて、ロータリーの友の重要ページ
の解説を行っていたことに感激いたしました。7 月
14 日には、都立清澄庭園大正館（紀ノ国屋文左衛
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各クラブ会長様より新年度のご挨拶を頂戴
いたしました。
◎ 青少年交換事業に関わって下さいました皆様

幹 事
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●地区より
①地区のメールアドレスが変更
新アドレス
ri2770@ri2770.com
②ＲＬＩパートⅠのご案内
日時 2012 年 9 月 15 日（土）
場所 埼玉会館
③地区大会記念チャリティーゴルフ大会
日時 2012 年 10 月 15 日（月）
場所 大利根カントリークラブ

スマイル報告
中川 高志様（大宮ＲＣ会長）
櫻井 義久様（大宮ＲＣ幹事）
井上会長、中村幹事、本日はお世話になります。よ
ろしくお願いいたします。
蓜島 一弘様（大宮シティＲＣ会長）
井上会長、中村幹事、お世話になります。皆様一年
間よろしくお願いします
井上 悟様（大宮シティＲＣ幹事）
皆様、一年間よろしくお願い申し上げます。
井上 博明会員
皆様、こんばんは。お客様、ようこそお出で下さい
ました。これからもよろしくお願いいたします。今日
は青少年交換歓送迎会例会です。よろしくお願いいた
します。
中村 芳彦会員
すばらしいお客様の皆様、ようこそいらっしゃいま
した。北浦さん、お帰りなさい。アスタさん、さびし
くなります。暑いので体に注意しましょう。本日もよ
ろしくお願いいたします。
井上 久雄会員
大宮ＲＣ中川会長、櫻井幹事様、大宮シティＲＣ蓜
島会長、井上幹事様、ようこそお出で下さいました。
一年間ご指導よろしくお願いいたします。北浦智恵さ
ん、お帰りなさい。デンマークでの楽しい思い出話し
をお聞かせ下さい。アスタさん、いよいよ帰国ですね。
大宮北高の‟あしかび”読ませていただきました。楽
しい思い出を胸一杯に詰め込んでデンマークに飛び
立って下さい。また会えることを願っております。
内木 滋郎会員
大宮ＲＣ 会長幹事様、大宮シティＲＣ 会長幹事様、
ようこそお越し下さいました。また本日は、青少年交
換事業 北浦さん、アスタさんの歓送迎会とのことで
す。ご関係の皆様には大変お世話になり、ありがとう
ございました。お二人方の成長には目を見張るものが
ありますね。
片山 金次郎会員
本日は多くのお客様ようこそいらっしゃいました。
本日の歓送迎会、にぎやかに楽しく思い出話しに花が
咲きそうですね。
住吉 望会員
ご来訪ＲＣの皆様、ようこそお越し下さいました。

おかえりなさい 智恵さん

梅雨も明け夏本番！水分補給をこまめにしましょう。
蓜島先輩は相変わらずパワフルです。
田中 修会員
本日関東地方梅雨明け宣言、熱中症に十分注意を。
アスタさん、日本の文化、学校生活はいかがでした
か？一年間ご苦労様でした。お客様、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
本日は大変お暑い中、大宮北高 井澤先生はじめ多
くのお客様、当クラブをご訪問いただきありがとうご
ざいます。今日は歓送迎会です。よろしくお願いいた
します。
内藤 憲会員
お客様、ご多忙中お越しいただきありがとうござい
ます。本日は梅雨が明けたようで、これから暑さが厳
しくなります。体調を整えていろいろ頑張りましょう。
野原 哲夫会員
本日は青少年交換歓送迎会例会です。国際色が久し
ぶりで感じられます。アスタのカウンセラーも今月で
終了となります。多くの皆様の協力に感謝申し上げま
す。
東野 良彦会員
猛暑の中、歓送迎会楽しみです。一年間は短いもの
ですが、学生さんの皆さんにとっては実りの多いもの
であったろうと思います。是非今後に役立てて下さい。
三上 等会員
本日はお客様ようこそいらっしゃいました。青少年
歓送迎会です。大宮北高の井澤先生、ホストファミリ
ーの皆様、ローテックスの斉藤さん、ようこそいらっ
しゃいました。北浦さん、お帰りなさい。アスタさん、
もうちょっとで日本とお別れですね。本日もよろしく
お願します。
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20

16

4

80.00％

～ 青少年交換歓送迎会 ～

さようなら アスタさん

一年間の
想い出を
ｽﾋﾟｰﾁ！
ホストファミリーの皆様
ﾛｰﾃｯｸｽ斉藤さんと 3
人でデンマークの歌披露

7/8 北浦さん、帰国
アスタさんと野原副会
長が迎えました

大宮北高等学校
井澤先生

北浦様

森田様

野原様

