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クラブテーマ 「皆で楽しく活動！そしてリーダー

に！」 

会長挨拶 高野則子 

台風 15 号と 19 号、さらに大雨で農林水産被害は 1700 億円を超えました。38 都道府県で 1223 億

8000 万円、溜池や用水路被害 8500 カ所以上で 483 億円、米や林檎などの農作物の被害は 1 万 400

ヘクタールで 106 億円の被害とでした。林道や木材加工の施設など林業関係は被害 349 億円、漁港

の施設などの水害被害 96 億円、土砂災害 20 都県で 661 件、被害に遭われた方々は大変な事と思い

ます。 

話は変わりますが、10 月 24 日世界ポリオデーで第 3グループのボーリング大会は大変な盛り上

がりで楽しく、そして一致団結してポリオ根絶に向けてより一層の力となった事と思います。 

募金も 1 日で 40 万円を超え、すばらしい一日でした。10 月 26 日（土）の大宮ふれあい広場ブー

スで配った 200 個の風船も、あっという間にお子さんたちに渡せて、ポリオ根絶の一役になった事

と思います。一人の力、一つのクラブだけでは小さな力でも、多勢の人、そして沢山のクラブの力

を合わせて、目標に向かうと大きな力となり、何倍もの力に増大されると思いました。皆様の御協

力ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。 

 

幹事報告 第 16 代幹事 荒蒔 良和 

1．本日のお客様について 
  国際ロータリー第 2770 地区 第 3グループガバナー補佐 
     吉田耕之（よしだ こうじ） 様（大宮シティ RC） 

2．第２期会費の請求について 
会費の分割納入の方には、すでに請求書を発送させて頂いておりますが、納入期限が 
10 月 25 日（金）となっています。速やかな納入を宜しくお願い申し上げます。 

3．これまでのスケジュール 
●第 2回 IM 実行委員会 10 月 10 日（金）／七伍 
●ロータリー財団卓話キャラバン 10 月 17 日（木）／越谷東ロータリークラブ 
（ロータリー財団部門資金推進委員としての卓話講師） 

  ●第 5 回会長・幹事会 10 月 17 日（木）／伊佐錦／高野会長＆荒蒔 
  ●移動例会（第 3 グループ ポリオ根絶チャリティイベント） 

10 月 24 日（木）／ラウンドワン＆清水園／高野会長をはじめ 13 名 
  ●2019 大宮区民ふれあいフェア 10 月 26 日（土）／鐘塚公園＆ソニックシティ＆DOM 
  ●タパさん卓話応援 10 月 28 日／さいたま新都心 RC／三上部門委員長＆荒蒔 
4．今後のスケジュールについて 
 11 月 05 日（火）クラブ協議会『ガバナー公式訪問』／ラフレさいたま 
 11 月 10 日（日）例会（振替）地区大会（第 2日目）／越谷コミュニティセンター 

⇒ ドレスコード： ワイシャツの上から『END POLIO NOW』T シャツを着用のこと 
 11 月 19 日（火）例会 ロータリー財団主幹（主幹変更）／ラフレさいたま 
 12 月 05 日（木）移動例会（地区補助金事業／さくら草特別支援学校様との共同事業） 
  『ミュージカル劇団の招致』／さいたま市立さくら草特別支援学校（日程変更） 

 

 

 

  

 



月日 
会員 

総数 
出席 欠席 出席率 

 

10/29 
30 14 16 47％ 

  12 月 10 日（火）例会 年次総会 
 12 月 22 日（日）移動例会 クリスマス家族例会／椿山荘（日程変更） 
5. クラブより 

○次回例会 令和元年 11 月 5 日（火）17:20 集合／18:10 点鐘（『ガバナー公式訪問』） 
  

例会プログラム クラブ協議会ガバナー公式訪問リハーサル 
 （発表順） クラブ研修リーダー → SAA・出席プログラム → 公共イメージ部門 → 

親睦R家族 → ロータリーの友委員会 → 会員増強維持部門 → 奉仕プロジェクト部門 

→ 社会奉仕委員会 →職業奉仕委員会 → 国際奉仕委員会 → 青少年奉仕部門 → ロー

タリー財団部門 → クラブ戦略計画部門 

スマイル報告  

第 3 グループガバナー補佐 吉田耕之様 先日のチャリティボウリング大会では、大変お世話に

なりました。本日は、来週のガバナー公式訪問例会に向けて、しっかり準備しましょう。 

高野則子会長 台風に続き雨で大変でした。今日は吉田ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいま

した。一日よろしくお願いします。 

荒蒔良和幹事 吉田ガバナー補佐、ようこそお出で下さいました。本日のリハーサル、よろしく

お願い致します。メンバーの皆様、本日もよろしくお願い致します。 

柳川一嘉副会長 本日雨の中、他団体のチャリティコンペに折原会員と行ってきました。ベスト

グロス!!名誉賞をもらいました。吉田ガバナー補佐、、本日は足元の悪い中、ようこそお出で下

さいました。宜しくお願い致します。 

小川松雄次年度会長 ガバナー補佐吉田耕之様、公式訪問リハーサルありがとうございます。 

野原哲夫パスト会長 今年の秋は大雨が続き、想定外の被害が発生しました。吉田ガバナー補

佐、ガバナー公式訪問のご指導よろしくお願いします。 

井上博明パスト会長 皆様チャリティボウリング大会お疲れ雅でした。楽しかったです。吉田ガ

バナー補佐、本日は公式訪問リハーサルをよろしくお願いいたします。 

井上久雄パスト会長 吉田ガバナー補佐、本日はご苦労様です。ポリオデーでのボウリング大

会・懇親会は大盛況で良かったですね。IM 楽しみにしています。 

三上等パスト会長 ガバナー公式訪問リハーサルに第 3グループガバナー補佐の吉田様ようこそ

いらっしゃって下さいました。よろしくお願いします。 

竹内儀治会員 本日も宜しくお願い致します。 

折原訓会員 本日は柳川さんと川越ロータリーチャリティゴルフコンペに参加しました。柳川さ

んは今日もべスグロでした！ 

角田貴則会員 吉田ガバナー補佐様、本日は宜しくお願い致します。 

町田安弘会員 吉田ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。ご指導お願い致します。 

神田雷蔵会員 皆様お疲れ様です。本日も宜しくお願い致します。 

鳥井義兼会員 先日のボウリング大会では皆様のおかげで 3位になれました。ありがとうござま

います。本日も宜しくお願い致します。 

10,/29 16,000 円（会員）累計 227,000 円  

 

お客様  

国際ロータリー第 2770 地区第 3グループガバナー 
吉田耕之（よしだ こうじ）様（大宮シティ RC） 

 



       （ビジタ）累計 62,000 円 

         （2019.7 月～ 

例会日 第 1・３火曜日 点鐘 19:00 第 2 火曜日 点鐘 12：30  

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 

 


