
 

  

 

 
 

2014-2015 年度 RI テーマロータリーに輝きを 「Light Uｐ Rotary」

 
 

会長挨拶      会長三上 等 
          

原点に戻ろう 29 名！みんなのクラブ 

 

 
皆様こんばんは。 

本日は星野第 3Ｇガバナー補佐お忙しいと

ころありがとうございます。 

1 年間ご指導本当に有り難うございました。大

宮中央ＲＣさんとは例会日、例会時間も同じ

です。星野ガバナー補佐はその中をおいで頂

きました。 

いよいよ私と陳幹事の年度の例会も今日を含

めて後 3 回です。 

後程、年間活動報告がありますので挨拶はこ

の辺で終わります。 

本日もよろしくお願いします。 

感謝 

 

幹事報告      幹事 陳 麗瓊 
【地区より】 
1. 第３第４グループ合同ＩＭ記念ポリオ撲滅チャリ

ティゴルフ大会で、当日の募金と参加者の皆

様からの寄付は、総額 307,040 円、2,602.02

ドルで 6 月 1 日にて全額ポリオ・プラスとし

てロータリー財団へ送金しました。 

 

 

 

 

2. 2015年 7月 10日（金）ラフレさいたま 3階 

櫻ホール 13：30～「事務局研修会」 開催 

3. 2015年 7月 19日（日）ラフレさいたま 3階 

櫻ホール 13：30～「米山記念奨学部門セミ

ナー」 開催。 

4. 2015年 7月 25日（土）川口市民ホール（フレ

ンディア）13：00～「青少年奉仕部門セミナー」 

開催。 

【クラブより】 
1. 2015年 6月 23日(火) ラフレさいたま 15階 レ

ガーロ 18：15～「2014-15最終例会」 開催 

2. ２. 「ポリオ撲滅ワクチン投与」の為にペットボト

ルキャップ回収にご協力をお願いします。 

   

お誕生日祝い 

 
 

最終クラブ訪問 

            星野時夫ガバナー補佐 
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 内藤 憲会員    

 ６月２６日生     

星野ガバナー補佐

様１年間ありがと

うございました。 

今後とも宜しくご

指導をお願い致し

ます 



月日 
会員 

総数 
出席 欠席 出席率 

 6/9 22 17 5 77.27％ 

 

 

 

2014 年～15 年度事業報告  

              会長 三上 等 
(2014)                             

7/6  納涼宝塚例会 親睦・Ｒ家族委員会  45 名 

8/8  東日本大震災支援 PRJT「こめらキャンプ」    

          社会奉仕委員会 

       ロータリアン 4 名、郡山市小学生 32 名 

～10     ボーイスカウトさいたま連盟の皆様 

9/9   ガバナー公式訪問  会長 

10/18 区民まつり東日本大震災支援福島県物産店  

                   社会奉仕委員会        
       バザー収益金 52925 円バザー協賛金 22000 円 

～ 19  日本大震災復興義捐 48425 円ポリオプラス募 26500 円 

11/15  地区大会   出席人数が少ない 

～ 16 

11/25 第 500 回記念例会 親睦Ｒ家族委員会 座空 

12/16 クリスマス例会 親睦・Ｒ家族委員会 116 名 

   「ディナー＆ものまねスペシャルライブ」      

(2015) 

1/16  新年例会 親睦・Ｒ家族委員会 焼肉ソウル 

2/24  ＩＭ第 3 グループ合同新年会 

4/5   お花見例会 親睦・Ｒ家族委員会    47 名 

   「ジンギスカン・ビアガーデン」 

5/12  創立記念例会 親睦・Ｒ家族委員会  座空 

 

会員増強維持部門 コミュニケーションサークル 

8／22 9／19 10／2 11／2 1／16 2／21 3

／21 4／24 計８回 

 

 

スマイル報告・・・・・・・・・・・・・・・ 
 星野 時夫ガバナー補佐  

 一年間ご協力ありがとうございました。 

 三上 等会長  

 星野第３グループガバナー補佐、本日はあり

がとうございます。１年間ご指導、本当に感

謝しております。 

 陳 麗瓊幹事  

 本日も宜しく御願いします。 

 野原 哲夫パスト会長  

星野ガバナー補佐、１年間お疲れ様でした。

この経験を当クラブへの御指導よろしくお願

いします。来週は蔚山第一ＲＣ訪問に行って

きます。 

 井上 博明パスト会長  

星野ガバナー補佐様、お待ちしておりました。

１年間、大変お疲れ様でございました。来年

もご指導をお願いします。本日もよろしくお

願いします。 

 

 

 井上 久雄パスト会長  

星野ガバナー補佐様、例会訪問ありがとうご

ざいます。一年間ご苦労様でした。星野ガバ

ナー補佐の後を受けてのガバナー補佐はいさ

さか荷が重い気がします。何卒、御指導とご

支援よろしくお願い致します。 

大塚 章仁会長エレクト 

星野ガバナー補佐様、ようこそいらっしゃい

ました。一年間ありがとうございます。次年

度もご指導よろしくお願い致します。 

中村 芳彦会長ノミニー 

星野ガバナー補佐、一年間ありがとうござい

ました。本日も宜しく御願いします。 

内藤 憲会員  

星野ガバナー補佐、本日はありがとうござい

ます。三上年度も今月最終、１年間お疲れ様

でした。 

伊藤 操会員 

星野ガバナー補佐ようこそおいで下さいまし

た。今日一日よろしくお願い致します。 

冨澤 幸弘会員 

本日も宜しく御願いいたします。 

高野 則子会員 

いよいよ関東も梅雨入りしましたね。今日も

一日よろしくお願いします。 

小川 松雄会員 

みなさん、お疲れ様です。本日も皆様宜しく

お願いします。 

茂呂 耕太会員（スマイル報告） 

星野ガバナー補佐、本日はご苦労様です。本

日も宜しく御願い致します。 

 
6/9 29,664 円（会員）累計 829,664 円 

（ビジタ）累計 124,500 円 

（2014.7 月～） 

 

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 
 

 

  

 

 
ソウル 浦和店 全室個室 

TEL 048-840-1213OPEN 17：00 定休日無 
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