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大

会

報

告
大会委員長

吉川

公夫 （上尾）

平成 21 年 11 月 14 日（土）、15 日（日）の２日間に
わたり、さいたま市文化センターにおいて、国際ロータ
リー第 2770 地区 2009 〜 10 年度の地区大会が開催され
ました。
大会テーマは、大塚ガバナーから、ＲＩのテーマである
「ロータリーの未来はあなたの手の中に」の趣旨を踏まえ
て、「ロータリーを学び・楽しもう」と示されました。
第１日目は、天候に恵まれず、ご出席をいただいた会員
各位には大変なご苦労をおかけしましたが、12 時 30 分
の点鐘から順調にプログラムを消化し、ほぼ時間通り初日
の本会議を終了致しました。
２日目は、雲ひとつない秋晴れのもとに富士山までもが参加してくれたほどの絶好の会議日和（？）となり、
12 時 20 分の点鐘から始まった本会議、その後のアトラクション、大懇親会まで、熱き友情に燃えた大勢の会員
が支えるなかで無事に終了致しました。
特に大懇親会におきましては、予想をはるかに超える出席者数が見込まれたため、急きょパーティ業者の責任者
にグラスの確認を致しましたところ、「600 個用意してあるので大丈夫。」との報告を受け安堵いたしました。
ところが、いざ乾杯の際には全員にグラスが行き渡らず、また宴の途中で日本酒が品切れになるなど、関係者一
同、はらはら、どきどき、嬉し泣きと、右往左往しているうちに閉宴となりました。
2770 地区に栄光あれ！
主なご来賓のごあいさつ
小沢一彦ＲＩ会長代理様からは、「本大会では、ロータリアンやロータリー家族の人たちの間に、親睦と友情を
深め、ロータリー情報を交換し、これからのロータリーを一緒に考えていく機会に結びつけていただきたい。」と
いうお言葉をいただきました。
上田清司埼玉県知事様からは、中高生の職場体験プログラム、高校生の交換プログラムについて、次代を担う人
づくりや国際協力活動に熱心にとりくまれているとの高い評価を受けました。
その余のご報告につきましては、紙面の都合上、後日発行されます「地区大会の報告書」をご一読下さいますよ
うお願い申し上げます。
平成 21 年 11 月 16 日
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井橋ガバナー・エレクト事務所がスタートしました
次年度地区幹事

中島

美三郎（越谷）

11 月 9 日 ( 月 )、浦和ワシントンホテルにおきまして、井橋ガバナー・エレクト事務所開所式が大塚ガバナーご夫妻
をはじめ多くのパストガバナー、現・次年度のガバナー補佐、地区役員の方々を含め 96 名の参加のもと執り行われました。
井橋ガバナー・エレクトより出席者全員の紹介、次年度に向けての決
意表明がなされ、大塚ガバナー・中村次年度地区研修リーダーよりご挨拶、
そして多くのパストガバナーより激励のお言葉を頂きました。
また当日は、特別に越谷ＲＣチャーターメンバーで 49 年在籍の大野邦
彦パスト会長より越谷ＲＣの全員のバックアップ体制があるという力強
いご挨拶を頂き、スタッフ一同決意を新たにしたところでございます。
その後、懇親会では和やかな雰囲気の中、盛会のうちに終了すること
が出来ました。心より感謝と御礼を申し上げます。
どうぞ機会がございましたら井橋ガバナー・エレクト事務所（前岩渕
ガバナー事務所）まで足をお運びください。

らせ

お知

2012 ～ 2013 年度

ガバナー・ノミニー候補者推薦について

国際ロータリー細則 13.010. の項にのっとり、ガバナー・ノミニーを 24 ヶ月から 30 ヶ月までに選出するもの
とする。
国際ロータリー第 2770 地区に所属するクラブは、地区ガバナー・ノミニー指名委員会に 2012 ～ 2013 年度ガバ
ナー指名案を提出することが出来ます。
なお、指名案により推薦される 2012 ～ 2013 年度ガバナー候補者は国際ロータリー細則 15.070. より 15.080. の
各項の要件を備えた瑕疵なき会員でなければなりません。
また、地区ガバナー指名委員会が地区ガバナー・ノミニーの選択を行うに当たっては、その選択の範囲は、同
細則 13.020.04. で規定される通り、地区内クラブによって推薦された氏名に限定されるものではありません。予
めご了承願います。詳細については大塚ガバナー事務所までお問い合わせ下さい。

2010 〜 11（井橋年度）

ガバナー補佐候補者名

第１グループ
佐伯 鋼兵

第 2 グループ
篠原 唯史

第３グループ
野原 哲夫

第 4 グループ
小野寺芳彦

第 5 グループ
小畑 正勝

第 6 グループ
大宮 英男

（浦和南ＲＣ）

（浦和北東ＲＣ）

（さいたま欅ＲＣ）

（大宮北東ＲＣ）

（鴻巣水曜ＲＣ）

（春日部南ＲＣ）

第 7 グループ
石井
明

第 8 グループ
神谷 治善

第 9 グループ
牛山 信康

第10グループ
小島
朗

第11グループ
江口 正史

第12グループ
遊馬 幸義

（幸手中央ＲＣ）

（越谷南ＲＣ）

（草加ＲＣ）

（松伏ＲＣ）

（川口南ＲＣ）

（蕨ＲＣ）
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大会第１日（11 月 14 日）
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大会第 2 日（11 月 15 日）
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地区会員増強部門委員会主催

『新会員の集い』開催報告
（仲間作りは、新会員から新会員へ！！）

平成 21 年 10 月 24 日開催
地区会員増強部門委員長

太田

秀明（大宮シティ）

10 月 24 日（土）ラ・フォーレ清水園において、大塚ガバナー
年度の『新会員の集い』を開催いたしました。
今回のテーマは『仲間作りは、新会員から新会員へ！！』と題し
て、仲間つくりの楽しさ・良さを知って頂き、さらに新しい仲間を
紹介していただく事を目的としました
当日は、大塚信郎ガバナー、岩渕均直前ガバナー、地区役員はじ
め多くの各クラブ会長引率者と入会３年未満の新会員、総勢 112
名（内新会員 50 名）のロータリアンをお迎えして盛大に新会員の
ご入会をお祝いする事が出来ました。
中村年度入会者が 234 名、岩渕年度入会者が 175 名と多くの新会員が入会しておりますが、３年未満で退会さ
れる割合が中村年度 29.0％、岩渕年度 36.6％と３割以上の多くの仲間を失いました。
会員の維持・定着を図る上でも、この集いはクラブ内だけではなく地区としてのスケールメリットを生かし仲間
を一堂に会することで、同期と親睦を深めることにより会員同士の「きずな・絆」を強くし仲間意識を高めていた
だき、明るく楽しいロータリーライフを目指すために毎年度開催しているものです。
スタートでは、新会員見ず知らずぎこちない雰囲気もありましたので、委員会から新会員に３つの質問をさせてい
ただきました。 （新会員５０名対象）
①

入会後例会出席１００％の新会員は？ （約４割が１００％出席）

②

例会で役割（受付、司会）を行っているか？ （約２割が実際に行っている）

③

すでに新会員を紹介したか？ （４名の新会員が新たに会員を紹介した）

新会員といっても、３年経過の会員から入会まじかの会員まででしたが、出席や例会での役割など本人、クラブに
おいて様々な問題があると感じました。
ただとても嬉しかったのは、入会間もない会員が新たに会員の紹介をしたことで、大変喜ばしく感じました。
プログラムでは、大塚信郎ガバナーの「ロータリーのあれこれと、私たちの役割」と題し具体的事例を交えて分
かりやすく、ロータリーの目的と私たちの役割を講演いただき改めて新会員のオリエンテーションとなりました。
また瀧田和雄管理運営部門委員長からは、新会員に期待する事を熱く語って頂き、最後に新会員必携『ロータリー
へようこそ』の冊子をプレゼントしていただきました。
その後、テーブルディスカッションでは新会員を囲んで、日頃ロータリーについての疑問や悩みについて質問し、
ロータリー談議をベテランロータリーアンと交え有意義な時間を過ごしました。
懇親会では、新会員一人ひとりによる自己紹介、クラブでの近況報告、これからの抱負など賑やかで楽しい親睦の
集いが持てました。
その中、紹介で初めて旧友と知会ったり、親との縁があったり、職業
取引仲間であったりと様々な知り合う機会の場となりました。
またここ数年、クラブ創立以来女性会員が初めて入会するクラブが
10 クラブと、女性会員も増えており、その一つとして川口モーニング
ＲＣ熊谷ほのさんが、当日クラブにおいて入会式を挙げられダブルのサ
プライズお祝いを皆様と行いました。
さらに新会員の熱い思いから、新たな会員の紹介を会場で大塚ガバナー
と約束する場面もあり、今回のテーマである「仲間作りは、新会員から
新会員へ！！」に相応しい集いとして終える事が出来ました。
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最後に、このような時代だからこそ奉仕と親睦活動を通じて、会員相互の絆を深め多くの仲間を増やしクラブ基
盤の充実を図り、明るく楽しいロータリーライフを目指していただきたいと思います。
（次回は２０１０年３月予定）
今後とも、各クラブの発展と新会員のご活躍をご期待申し上げご報告といたします。

報 告

第２回日台親善会議に参加して

平成 21 年 10 月 10 日開催

日台親善会議地区委員長 ＰＤＧ

吉田

豊治（越谷南）

2008 年 5 月 12 日に東京にて第１回日台ロータリー親善会議が開かれ、今年第２回目を 10 月 10 日台湾での祝
日「国慶節」の日に「日月潭雲品酒店」にて盛大に開催されました。ご存知のように８月７日に 50 年ぶりの大型
台風８号「モーラコット」が台湾南部に大きな被害をもたらし、また日本でも大変大きな台風 18 号が本州に上陸
し出発できるか‥と心配致しましたが、台風一過の晴天の中、無事に日本を出発し、会議に参加することができま
した。
そうした中で日台双方の参加者登録数は、日本側 223 名、台湾側 218 名、合計 441 名という大変素晴らしい成
果を挙げることができました。
我が地区も日韓親善会議終了後のわずか１ヶ月後にも関わらず、大塚ガバナー夫妻をはじめとして３９名の大勢
の皆さんのご参加を頂きました。そのなかに鳩ヶ谷ＲＣが草屯扶輪社と越谷南ＲＣが台中南区扶輪社と、そして石
井ＰＤＧやひとりで参加された方も姉妹クラブのロータリアンと
素晴らしい友好がはかれたと喜んでおられました。
会議では、両国のロータリーの現況報告もあり、また「ロータ
リー米山記念奨学会｣ の奨学金を受けた台湾出身の元日本留学生
によって 1983 年に結成された扶輪米山会理事長阮允恭のお話もあ
り大変有意義な会議でありました。
なお、第３回は 2011 年６月 10 日に京都で開催の予定です。

「ポリオ撲滅チャリティ・コンサート」の開催について

高浜パストガバナー叙勲受ける

財団部門委員長 鈴木 英男
財団増進・ポリオ委員長 和井田 昇

紅葉の真っ只中、 去る 11 月 3 日 ( 文化の日 ) 我が地

ロータリー財団部門では、｢ポリオ撲滅ロータリーの 2 億ドル
チャレンジ｣ と銘打って、チャリティ・コンサートを開催させて
頂きます。
各クラブを通して、チケットの販売に協力を頂くようになりま
すが、宜しくお願い申し上げます。

区の高浜彰男パストガバナーの旭日雙光賞の祝賀会が、
大宮パレスホテル３階の「 ローズルーム」 にて、 開催さ
れました。 高浜パストガバナーは永年、 地元幸手市の教
育委員長を歴任し貢献なされました。 参加者数２００名を
超え、 盛大に開催され地元出身のプロ歌手のアトラクショ

日

時

場

所

内

容

ンにより、 終始盛り上がりのあった祝賀会でした。
高浜パストガバナーおめでとうございます。

入場料
主 催
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平成 22 年 2 月 24 日（水）
開場
17 時 00 分
開演
17 時 45 分
終演
20 時 30 分
川口総合文化センター リリア・メインホール
川口市川口 3 － 1 － 1
全 1,642 席
1 階 976 席
2 階 422 席
3 階 244 席
全て自由席になります。
明治大学マンドリン倶楽部と
ロータリー財団学友との合同コンサート
2,500 円
国際ロータリー第 2770 地区
ロータリー財団部門チャリティ・コンサート実行委員会
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連載
第6回

ロータリー情報ニュース

第5回

今さら人に聞けない
「家族月間（Family Month）とは？」
ロータリー情報委員長

篠 原

職業倫理委員会情報

｢日本語的感覚の奉仕とロータリーで言う Service
との違いは｣

唯 史（浦和北東）

職業倫理委員長

手続き要覧には、「ロータリー家族」について次のように
明記（P275）されています。
ロータリアンの配偶者、物故会員の配偶者、ロータリア
ンの子供、孫、その他の親戚、ロータリー財団学友、研究
グループ交換メンバー、ロータリー青少年交換学生、ロー
ターアクト、インターアクター、RYLA 参加者、インナー・
ホイール及びその他の配偶者グループ、世界ネットワーク
活動グループ。以上ですが、私が理解しやすく解説されて
いるロータリアンの挨拶を見つけましたので抜粋して紹介
します。京都山城 RC の吉本義俊氏（当時 2650 地区会員
増強・ロータリー家族・100 周年記念委員長）です。
2003 ～ 04 年度に制定された、12 月の「家族月間」に
ついてジョナサン・B・マジィアベＲＩ会長は 2003 ～ 04
年度の強調事項のひとつに、全く新しい考え方として「ロー
タリー家族への心づかい」をあげています。国際ロータリー
は家族の重要性を強調したマジィアベ会長の提唱を称え、
03 年５月ＲＩ理事会で 12 月を「家族月間」とすることを
決定しました。家族月間は従来の２月の家族週間に代わる
もので、亡くなった会員や退会した会員の配偶者などを含
めた家族が参加できる特別な活動を計画したり、年間を通
じて「家族」に重点的に取り組む方法を考えるよう各クラ
ブに促しています。ロータリー運動は会員だけが参加する
のではなく、元会員やロータリアンの配偶者やその子女を
含めた家族の協力が必要であり、その中にはローターアク
ト、インターアクト、ロータリー地域社会共同隊（Rotary
Community Corps）も含まれます。ロータリアンとその家
族、元会員に心を配り、物故会員に敬意を表して、その配
偶者や子女に配慮するとともに、ローターアクト、インター
アクト、ロータリー地域社会共同隊もこの幅広いロータリー
家族に加えてクラブや地区の行事に参加を促そうという考
え方です。
（～略）
家族への心づかいはロータリーの原点です。

清 水

裕 次（岩槻東）

職業奉仕がなかなか理解されない、というのは一つの原
因に職業と奉仕という相反する言葉が並んでいるからでは
ないでしょうか。職業とは利益を目的にして行っており、
自己を犠牲にしてする奉仕という考え方でいたら、さっぱ
りと商売にならいという誤解が生じるわけであります。経
済行為である職業と奉仕が何故結びつくのかという疑問が
生まれるわけであります。
職業とは ------ 生活の糧として、有償で交換される人間関
係、わかりやすくいうと辞書によると生計を立てるために、
日常従事する事。
奉仕とは ------ 人様のお役に立つ様に、人様の事を考え
行動をする事。
又、日本語的感覚で奉仕とは、「仕え奉る（たてまつる）
」
の表文字で本来、目下の者が目上の者に対して、例えば、
神様とか仏様とか君主とか、上の人に対して、身を犠牲に
してお仕えするのが奉仕である。すなわち、上下の関係で
あります。
ロータリーで言う「Service」は、日本語的感覚で言う奉仕
という意味ではなく英語で
Thoughtful
mind to others---- 他人の事を思う
それが行動に移したとき
Helpful mind to others------ 人様のお役に立つ
ということになるわけであります。すなわち、上下の関係
ではなく、左右水平の関係であります。
そこで職業奉仕とは「自分の職業に対して、誇りと愛情
と責任を持って、その経営に最大限の努力を払うが、その
方針は単なる金儲けだけを目的とするのではなく、所謂、
＜ロータリーの精神＞というか奉仕の理想の精神とか、4
つのテストの精神とか、そういうロータリーの根本的な考
え方を織り込んで企業の道徳的水準を高めて、その職業を
通じて社会に奉仕する。サービスする、貢献する、といえ
ましょう。

「ロータリー文庫」は日本ロータリー 50 周年記念事業の一つとして 1970 年に創立された皆様の資料室です。
ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、２万余点を収集・整備し皆様のご利用に備えております。閲覧は勿論、電
話や書信によるご相談、文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料は
ホームページで PDF もご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願います。
ロータリー情報—地区大会講演から
◎「ロボットと共生する未来」

古田

貴之

2009

6p （D.2790）

◎ 「違うから面白い、違わないから素晴らしい」
◎「日本に喝を入れる」

宮本

亜門

2009 12p （D.2670）

上坂

冬子

2009

2p （D.2580）

◎「日本の進路」

小泉純一郎

2009 10p （D.2760）

◎「琵琶湖は地球環境への小さな窓」

嘉田由紀子

2009

◎「歴史に根ざしたまちづくり」

森谷

剋久

2009 12p （D.2650）

◎「アフリカの子どもたち」

田沼

武能

2009

6p （D.2650）
8p （D.2820）

［上記申込先：ロータリー文庫（コピー／ PDF）］
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ロータリー文庫
〒 105-0011

東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル３F
TEL（03）3433-6456 FAX（03）3459-7506
http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前 10 時～午後５時

休館＝土・日・祝祭日
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岩槻中央ＲＣ

公式訪問レポート
八 潮 中 央 ＲＣ
会

長

加藤

会

幹

事

高橋

洋一

７月 30 日大塚ガバナー、加藤ガバナー補佐をお迎えして、第９
グループのトップバッターとして公式訪問例会を開催いたしまし
た。
例会前に先立って、会長、幹事、会長エレクトとガバナー、ガバ
ナー補佐との懇親会では、初めに当クラブの現状を説明、ご報告い
たしました。その後ガバナーより会員増強、財団、そして一年間の
クラブ運営などについて御指導いただきました。
例会では、初めに新入会員にガバナーよりバッチを付けていた
だきました。そして各委員会の委員長の発表を行い後に、ガバナー
より適切なご意見、御指導をいただきました。又、会員増強につい
ては熱心にアドバイスを頂き、二人増強目標でしたがガバナーより
目標を五人にするよう要望が有り
増強委員長もしっかりと約束いた
しました。時にはユーモアも含め、
時には熱く語られ時間が早く感じ
ました。大変有意義な例会で深く
感謝申し上げます。有難うござい
ました。

栗 橋 ＲＣ
会

長

飯島

幹

事

遠藤

会

会

長

長島

洋一

政和

事

長谷川

長

福田

直彦

川口北東ＲＣ
会

事

川村

征三

例会日 平成 21 年 9 月 17 日
幹

事

辻村

浩司

長

伊田

誠一

例会日 平成 21 年 10 月 13 日
幹

事

井山

登

爽やかな秋晴れの日に大塚ガバナー、長谷川ガバナー補佐をお迎
えして、緑豊かに花が咲き誇るグリーンセンターの例会場で公式訪
問が行われました。
午前 11 時より会長、幹事、会長エレクト、次年度幹事を交えて
懇談会、正午より昼食会。12 時 30 分点鐘後、会員、令夫人を交
えての華やいだ雰囲気の中で例会が行われました。
ガバナー卓話はパワーポイントを使用してのプレゼンテーション
で分かりやすく、ユーモアたっぷりのお話で楽しく素敵な内容でした。
大塚ガバナーは非常にパワフルな熱意の溢れる語り口で、会員増強、
先行きの当クラブにおいての問題解決等を親切・丁寧にご指導頂き
ました。
国際ロータリーの現況、体験豊かな貴重なお話やら当クラブ会員
は大変勉強になりました。
クラブ協議会では、各委員長が活動方針、現状報告等説明した後
に、大塚ガバナーより的確なアドバイス、講評を頂きました。
お二人方には大変ハー
ド ス ケ ー ジ ュ ー ル の 中、
貴重なお話を頂き、誠に
ありがとうございました。

例会日 平成 21 年９月 16 日
幹

幹

大塚ガバナー、そして第 1 グループ 鈴木ガバナー補佐のご指
導の元、会長・幹事・会長エレクトとの懇談でスタート。
大塚ガバナーからは特に会員増強について指摘があり現在、2 名
の退会者がある中、目標をしっかりと定め、50 名体制へ向けて会
員全員で努力してほしい旨、要請を受けました。
「ＲＩテーマと地区運営」について大塚ガバナーより卓話を頂き、
その後クラブ協議会にて、各担当委員長から発表、ガバナー、ガバ
ナー補佐から温かいご指導を受け、会員一丸となって 10 ／ 18 第
３回見沼田んぼウォーキング・10 ／ 29 記念講演・翌年 5 ／ 29 記
念式典、そしてポリオ撲滅推進の為のチャリティーショウの実施等、
創立 20 周年諸事業を完遂
することを全員で約束する
ことが出来ました。
終了後、懇親会までご参
加頂きましたことを感謝申
し上げます。

9 月 24 日（木）大塚ガバナー、金澤ガバナー補佐をお迎えして、
公式訪問が行われました。
計画よりも 30 分早めていただき、栗橋駅にお二人をお迎えしま
した。我がクラブで昨年度から始めた利根川の強化堤防における森
づくりの現場をご案内し、活動の一端を見ていただきました。
その後自宅を会場にして会長幹事との懇談会では、長期計画立案
とその実行により理想の実現に近づく早道であるとの事をご指導い
ただきました。
クラブ協議会では会員増強手法
の細かなご提案を頂きました。ま
た、増強に貢献した２名の会員に
スポンサーバッジがガバナーから
贈られました。
大塚ガバナー・金澤ガバナー補
佐どうもありがとうございました。

越 谷 北ＲＣ

若之

浦和中ＲＣ

例会日 平成 21 年９月 24 日

雷治郎

島村

９月 16 日（水）、大塚信郎ガバナー、小宮勝男ガバナー補佐を
お迎えして公式訪問を開催いたしました。午後５時より会長・幹事
との懇談会に始まり、次にクラブ協議会、例会と続き、最後に懇親
会を行い９時に終了となりました。
大塚信郎ガバナーからは職業分類の見直し会員増強に繋げる。増
強によってクラブの新陳代謝、活性化に繋がります。ＣＬＰ３年目
の棚卸しと中期・長期の計画を立てる。今年 15 周年を迎えるが、
５年ごとの周年行事に棚卸し
を行って、今までの反省、こ
れからの長期計画をしっかり
たてて活動して下さい、等々
短い時間でしたが精力的にご
指導いただきました。

例会日 平成 21 年７月 30 日

修

長

例会日 平成 21 年９月 16 日

真也

9 月 16 日水曜日、大塚信郎ガバナー、青木伸翁ガバナー補佐を
お迎えしてのガバナー公式訪問例会を開催致しました。例会前の懇
談会では当クラブの現状を説明させていただいた後、ガバナーより
青少年交換留学、会員増強、職業分類などクラブ運営について、い
ろいろご指導を頂きました。例会ではＲＩ会長方針、地区活動方針
をパワーポイントによって詳細に説明していただき、より深く理解
することができました。クラブ協議会でも広範囲にわたり適切なご
意見を頂きました。特に交換留学
生の件やポリオの件はわかりや
すく具体的にご説明していただ
きました。最後に青木ガバナー補
佐に所感をいただき、質疑応答で
終了致しました。
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例会日 平成 21 年 10 月 15 日

浦 和 東RC
会

長

半田

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.6

正一

幹

事

鈴木

会

豊

前日より、興奮と緊張を覚えながら、この日を迎えた。
10 月 15 日 ( 木 ) ガバナー公式訪問に先立ちロイヤルパインズ
において懇談会を開催、大塚ガバナー・鈴木ガバナー補佐・浦和東
ロータリークラブ半田会長、松岡会長エレクト、鈴木幹事の出席の
もと、和やかな雰囲気の中、行なわれました。そこでガバナーより
貴重なご指摘を何点か頂きました。
又、パソコンを駆使したガバナーの卓話はとても分かり易くＲＩ
テーマ、地区運営方針等を語っていただきました。
例会後のクラブ協議会では、委員長の皆さんには、事業計画書に
載っていない言葉を使い、現在進行形の事業計画について語るよう
にお願いしました。大変スムーズに出来たと自負しています。ガバ
ナーには、各委員会に対し適切な講評を有難うございました。
ガバナーを囲み懇親会は、会員
約 40 名の参加で盛大に出来まし
た。ガバナーにおかれましては、
二次会にまで参加下さり有難うご
ざいました。

さいたま新都心ＲＣ
会

長

大橋

誠

会

長

松本

安永

長

那須

敬明

例会日 平成 21 年 10 月 16 日
幹

事

榎本

武司

10 月 16 日、大塚ガバナー、星野ガバナー補佐をお迎えし、公
式訪問が開催されました。
例会に先立ち、会長、幹事、会長エレクトとの懇談会では、クラ
ブの現状を説明させて頂き、会員増強、中長期計画の作成、災害支
援金の扱い等に、的確なご指示を、頂きました。
例会では、パワーポイントによる、ＲＩ、及び地区の方針などを
熱くお話頂きました。
クラブ協議会では、各委員長の活動方針について適切な講評を頂
きガバナーの「ロータリーを愛する心と熱意」を強く感じました。
懇親会でもたくさんの意見が飛び交い有意義な一日となりました。
また、二次会まで、お付き合い頂きまして、ありがとう御座いま
した。
ガバナー公式訪問も残すところ
20 クラブ位だと思いますが、ハー
ドスケジュールの中、健康に留意
されまして、今後のご活躍をお祈
りいたします。

例会日 平成 21 年 10 月 19 日

大宮南西 R C

例会日 平成 21 年 10 月 1 日

幹

会

幹

事

大庭

秀夫

10 月 19 日（月）に大塚信郎ガバナー・吉野弘芳第２グループ
補佐をお迎えして公式訪問例会を執り行いました。当日は、例会前
の会長・幹事・会長エレクトとの懇談会、例会での卓話、例会終了
後のクラブ協議会と大塚ガバナーには大変貴重なご意見、ご指導を賜
りました。
特にＣＬＰに基づいた会員増強と委員
会組織・長期計画などについてご指導頂
きました。今年度で当クラブは創立 20
周年を迎えますが、今後のクラブ運営に
役立てていきたいと思います。

鴻巣水曜ＲＣ

上 尾 北 ＲＣ

事

井上

宮本

和彦

事

久下

良夫

10 月 1 日、大塚ガバナー、小宮ガバナー補佐をお迎えし、公式
訪問例会が開催されました。例会に先立ち、会長、幹事、会長エレ
クトとの懇談会が行われ、大宮南西ＲＣの活動報告をさせていただ
き、それについてガバナーよりご指導をいただきました。
例会では、当クラブの活動の一つであります会員誕生祝いの記念
品をガバナーより手渡していただき、記念撮影をしていただくなど
和やかに始まり、ガバナー卓話ではプロジェクターを使って、ガバ
ナー自らが操作をされながらＲＩ並びに地区の活動方針や現状等詳
細にわたり、お話いただきました。訪問日程の凡そ半分を過ぎたと
ころということでさぞお疲れの事と思っておりましたが、微塵も感
じさせない力強く、熱いお話に会員も引き込まれておりました。
クラブ協議会では、各委員長による活動方針発表に対し、丁寧に
講評をいただきましたことは今後のクラブ運営の為に大変有意義で
した。
小規模クラブとなった大宮南西
ＲＣですが、ガバナーの情熱に負
けない様日々の活動に努力して参
ります。ありがとうございました。

例会日 平成 21 年 10 月 14 日
幹

長

脩士

10 月 14 日 ( 水 ) ガバナー公式訪問を開催いたしました。11 時
より始まったガバナー・ガバナー補佐と会長・幹事・会長エレクト
との懇談会で、特に会員増強についての取り組みに対し指導があり
ました。正攻法としての、職業分類表の見直しを指摘されました。
早速、小分類の簡略化を行い、現状に則した見直しに着手している
ところです。
例会は 12 時 30 分より握手会から始め、「ロータリーの綱領」の
唱和を含め、通常例会の流れで 1 時間。そのうち、ガバナー卓話
はパワーポイントを用いての約 40 分でした。プレゼンのデータは
クラブ会報用にと、いただくことができました。さらに、これから
の運営に役立たせていただきたいと思います。
続いてクラブ協議会に移り、それぞれの部門ごとに委員長発表を
行い、その都度ガバナー講評をいただきました。この時期ですので、
部門によってすでに結果の出ている委員会、進捗状況の報告ができ
た委員会もあり、それぞれに的確な講評をいただきありがとうござ
いました。その中に、4 日後に控えた当クラブ一大事業「日本の祭
りシリーズ」親睦旅行の委員会報告も含んでいました。
例会場の空調が合わなかったせ
いか、汗ばんで早口になられたの
が幾分気がかりでしたが、健康に
ご留意いただきご活躍をご祈念申
し上げます。ありがとうございま
した。

岩 槻 東ＲＣ
会

長

金子

英男

例会日 平成 21 年９月 29 日
幹

事

遠藤

光治

9 月 29 日大塚信郎ガバナー、小宮勝男ガバナー補佐をお迎えし
ての公式訪問例会が行われました。当日はパソコン ･ プロジェク
ターの用意があるとの事でガバナー事務所まで車で会長・幹事で迎
えに行き、例会会場までの車の中で、卓話の打ち合わせをいたしま
した。
例会場ではこちらの不備でパソコンのセットに手を煩わせてしま
い、大変申し訳なく思っております。しかしその後の懇談会・例会・
クラブ協議会はクラブの活性化に役立つ内容が多くあり、今後のク
ラブ運営に生かして行きたいと考
えております。大塚ガバナー・小
宮ガバナー補佐、お二人のご指導
に心より感謝いたしております。
ありがとうございました。
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大宮シティＲＣ
会

長

宮下

守夫

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.6

草加イブニングＲＣ

例会日 平成２１年１０月７日
幹

事

佐々木

会

修

10 月７日 大塚ガバナー、林・第３グループガバナー補佐をお
迎えし、公式訪問が開催されました。クラブ協議会に先立ち、会長、
幹事、会長エレクト他との懇談会がありました。ガバナーのロータ
リーに対する熱い気持ちが伝わりました。
例会・増強他ご指導頂きましたが、特に中長期の考え方、方法論
について強く語られました。○周年事業に取り組んでいる各クラブ
は真剣です。増強・奉仕活動の充実を図っています。この努力が必
要と力説されました。当クラブでは、３年後 15 周年を迎え努力し
て参ります。
クラブ協議会につきましては、当クラブ各委員長より本年度事業
計画及び進捗状況をご報告させて頂きました。そして大塚ガバナー
より、全委員会について懇切丁寧な講評とご指導を頂きました。
例会におきましては、45 分に及ぶ卓話頂きましたＲＩ・地区の
事など、プロジェクターによる解説頂きました。
懇談会から例会・懇親会に至る
までの長時間のご指導ありがと
うございました。『大塚ガバナー
の手続要覧ごらんになりました
か・・・。』

戸田イブニングＲＣ
会

長

土屋

汎

事

萩原

会

長

川 ＲＣ
丹井

亮一

会

事

平澤

幹

事

会田

小弥太

長

斎藤

光人

例会日 平成 21 年 10 月 21 日
幹

事

穂積

邦之

10 月 21 日 ( 水 )、大塚ガバナー・第２グループ吉野ガバナー補
佐をお迎えして公式訪問例会を開催いたしました。
例会前の 11 時より会長・幹事・会長エレクトとの懇談会が別室
で行われ、大塚ガバナーが汗を掻くほど熱心なご指導があり、あっ
という間の１時間でした。
そして、会員と共に食事をし、例会が始まった。大塚ガバナーよ
り「ＲＩテーマと地区運営」と題して、今年度地区行事をレーザ－
ポインターで写真を交えて楽しく解りやすく解説していただきまし
た。13：50 からのクラブ協議会では、各委員長より今年度の方針
と進行状況の発表があり、２時間を越すほどの白熱したご指導やお
褒めをいただきました。例会では新会員紹介者に紹介者バッジを手
ずからいただき、クラブ協議会
では全員に地区バッジをいただ
き有難うございます。
本日は大変有意義な１日を有
難うございました。

達也

川 口 東 ＲＣ

例会日 平成 21 年９月 30 日
幹

時雄

浦 和 北ＲＣ

10 月８日、台風 18 号の真っ只中に、大塚ガバナー公式訪問が
開催されました。
真由美令夫人とともに、ロータリーへの熱意を語られ、感謝申し
上げます。
ＲＩテーマ、会長メッセージ、ＣＬＰについて大変勉強になりま
した。
５年後のロータリーを夢のあ
るものと信じ、会員一同で邁進
してまいる所存です。
大塚ガバナーの今後のご活躍
を祈念し、心より御礼申し上げ
ます。

桶

篠宮

10 月 13 日（火）、大塚信郎ガバナー・加藤修三ガバナー補佐を
お迎えして、公式訪問例会を開催致しました。
懇談会では、会長、幹事、次年度会長を交えて職業分類の見直し
と、会員増強について、ご指導を頂きました。特に目標をもうけて
会員増強を行う様ご指摘がありました。
例会では、ＲＩテーマ、地区の運営方針についてのお話があり、
その後のクラブ協議会では、各委員長の発表に対して適切なアドバ
イスをして頂きました。これらを
今後のクラブ運営に生かして参り
たいと考えております。ありがと
うございました。心より感謝申し
上げます。
大塚ガバナー、加藤ガバナー補
佐の益々のご活躍とご健康をお祈
り申し上げます。

例会日 平成 21 年 10 月８日
幹

長

例会日 平成 21 年 10 月 13 日

会

浩

長

田中

一治

例会日 平成 21 年 10 月 20 日
幹

事

小林

忠夫

大塚ガバナー、田中ガバナー補佐をお迎えしての公式訪問例会を、

9 月 30 日（水）大塚信郎ガバナーそして星野賢ガバナー補佐を
お迎えしての公式訪問例会を開催させていただきました。
11 時より会長、幹事、会長エレクトを交えての面談では、やは
り一番のポイントは増強に関するお話しでございました。特に職業
分類では従来の慣習にとらわれることなく、分類を絞り込み地域に
あった戦略を建てピンポイントによる増強をと、熱心にご指導いた
だきました。例会前にはポリオ撲滅のＤＶＤを見せていただき、改
めてポリオ撲滅ということを全会員が再認識いたしました。
そして例会が開始されパワーポイントを使ってＲＩ会長のメッ
セージや地区運営と活動方針等を熱くご説明いただきましたが、こ
の使用されていた素材が当クラブ用に編集されていたことに大変脅
かされ、改めて大塚ガバナーの気配りには深く感銘いたしました。
例会終了後にクラブ協議会が開催され、各委員長の発表、そして
大塚ガバナーからの講評と大変有
意義な 1 日とさせていただきました。
大塚ガバナーそして星野ガバ
ナー補佐、長時間にわたりご指導
いただき誠にありがとうございま
した。

当クラブ例会場にて開催いたしました。例会に先立ち、別室におい
て５名（ガバナー・ガバナー補佐・会長・幹事・会長エレクト）に
よる懇談会では、大塚ガバナーより当クラブの最大の課題である増
強について、非常にわかりやすく適切にアドバイスをご指導いただ
きました。
例会では、大塚ガバナーより『ＲＩテーマと地区運営』について
パワーポイントを使っての説明を頂き、ポリオ撲滅・識字率向上・
飢餓救済等のスライドを見ることで改めて再確認すると共に、会員
全員が取り組むことを確認いたしました。
クラブ協議会では、各常任委員長、小委員長の方針・事業活動
が活発に発表され、大塚ガバナー
より各委員会に対して、高い評価
を頂くことができました。誠にあ
りがとうございました。今後とも
ご指導ご鞭撻をお願い申し上げま
す。
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鳩ヶ谷シティＲＣ
会

長

石原

美知子
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例会日 平成 21 年 10 月 27 日
幹

事

片岡

桶川イブニングＲＣ
会

一之

10 月 27 日に大塚ガバナー、田中ガバナー補佐をお迎えし、公
式訪問を開催させていただきました。 まず会長、幹事、会長エレ
クトと共に、当クラブの現況と今後の活動に関しての懇談が行われ
ました。 石原会長より、自身は当クラブ初の女性会長であり、今
後の女性会員のためにも責任が重いと感じていること。 また当ク
ラブには台湾出身者、カメルーン出身者など国際色が豊かで、少人
数だが和気あいあいとしたところが特徴であることを説明させてい
ただきました。
ガバナーよりは、まず増強するよう激励を受けました。
そのために、まず職業分類を見直すところからの具体的な方法を
教示いただき、同時に当クラブのあるべき姿を長期計画に反映し、
周年行事などの節目に見直し活動すれば、自ずと道も開けるとの助
言をいただきました。 卓話では地区の方針と活動現況について詳
しく説明をいただきました。
続いて行われたクラブ協議会でも、当クラブの活動内容に対し、
ガバナーよりねぎらいの言葉や、当クラブに不足している点に関し
て助言をいただきました。
その中で特に「青少年の育成に関しての熱い思い」について熱弁
いただき、その思いが印象的でした。
最後にガバナー補佐より、当ク
ラブは活動が活発であり、後は会
員増強を目指すようにとの言葉を
いただき、一同意を新たにし閉会
となりました。
（文責：幹事 片岡一之）

越谷中ＲＣ
会

長

菊地

貴光

事

武藤

会

長

熊谷

太一

会

事

松田

幹

事

浅見

勲

例会日 平成 21 年９月８日

長

大作

茂

幹

事

篠原

達幸

大塚ガバナーにおかれましては、連日のクラブ訪問、残暑の中、
本当にご苦労様です。当クラブも創立以来 40 年になろうとしてお
りますが、会員減少と会員増強の狭間にあります。本日は会長・幹
事との一時間の素晴らしい会談、
また例会での卓話、クラブ協議会
での希望のもてます適切なアド
バイス等、久々にクラブのメン
バーの皆さんのお顔が決意と感
動で輝いておりました。大変至福
の時をいただき、ありがとうござ
いました。

例会日 平成 21 年 10 月７日
幹

正人

杉戸ＲＣ

正雄

10 月６日（火）に、例会場であるベルヴィギャザホールに大塚
ガバナーの公式訪問を受けました。例会前に 1 時間、青木ガバナー
補佐同席のもと、ガバナーと会長・幹事・会長エレクトとでクラブ
の現況の問題点・課題点を話し合いました。例会では 30 分間、Ｒ
Ｉ会長からのメッセージ、さらには
地区の活動などについてパワーポイ
ントを用いて卓話頂きました。その
後クラブ協議会で各委員会について
ご指摘を頂き、最後は茶話会で意見
交換もして閉じました。

春日部南ＲＣ

吉澤

先日 10 月１日、大塚ガバナーの公式訪問を受けまして、ロータ
リーの事が大変身近に感じより理解出来た気が致します。ロータ
リー歴が 11 年になりますが、勉強不足で理解に乏しいところがあ
りましたが、大変理解出来るようになりました。
大塚ガバナーの生い立ちから、長野県軽井沢出身と伺いまして、
私も長野県松本市で生まれ５歳で東京の叔父（医師で母の兄）から
桶川に誘われ現在に至って居る事から親しみを感じました。
ガバナーの熱心な説明からＲＣ会員の役割と誇りを少し感じるよ
うになりました。国際奉仕を通じての国際親善への貢献につながる
交換留学生をブラジルからジェシカを迎えている事からも身近に感
じました。職業奉仕を通じての社会奉仕活動、ポリオ撲滅運動、Ｒ
Ｃの内外認識と公共イメージの増大、会員相識の世界的な拡大等、
相識全体を通じての継続性と一貫性を保つ為に又長期計画を実施す
る為にも、会員相互の信頼と親睦を深める事と会員の増強と会員の
退会防止に勤めなければならないと思いました。
大塚ガバナーからは会員増強の仕方、方法を熱心にご指導を戴き
まして、目標に向かって努力しなければならないと思いました。
又以上の点からもロータリー例会等楽しく進んで入会したいと思
う人が出て来るような会にしたいと思いました。
大塚ガバナーのスライドと合わ
せての説明は、大変わかり安く良
く理解出来ました。大変ありがと
うございました。
星野ガバナー補佐にも丁寧なご
指導を戴きましてありがとうござ
いました。

例会日 平成 21 年 10 月６日
幹

長

例会日 平成 21 年 10 月１日

進

戸 田 西 ＲＣ

10 月７日（水）小雨降る中、大塚ガバナー、染谷ガバナー補佐
をお迎えして公式訪問例会を開催させていただきました。会長、幹
事、会長エレクトとの懇談会から始まり、クラブ協議会終了までお
よそ５時間に渡りご指導いただき、大変有意義な時間を過ごす事が
できました。中でも、周年事業を視野に入れた長期計画の重要性、
そして会員増強においての職業分類の役割、クラブ委員会構成につ
いて等々、今後私達のクラブで十分に検討していかなければならな
い点をご指摘いただきました。本
日この日を境に、出席していた会
員の意識が確実に変わるものと
信じております。３年後の 20 周
年事業に向け、本日ガバナーにご
指導いただいた事を実践できる
よう頑張ってまいります。

会

長

駒﨑

繁夫

例会日 平成 21 年 10 月８日
幹

事

小山

重治

前日からの台風情報の中 10/8 の公式訪問当日はＪＲの運休によ
り急遽ガバナー自身の運転で奥様と共に例会場においで頂きまし
た。過密な日程の中、当クラブへのご指導を頂きましたことに感謝
を申し上げます。今年度のＣＬＰ導入に対し、中・長期の目標の設定、
職業分類の充填、未充填の点検などのご指摘を受け、クラブ創立
40 周年の目標として会員増強の取組みを新たに会員の総意として
達成に至らせたいと思います。そ
して会員一同５年後の戸田西ロー
タリークラブに夢を託し一丸とな
り、ロータリー活動に邁進してま
いります。
（順不同）
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ロータリー財団

大口寄付（67,500$）

大口寄付（28,050$）
ベネファクター (15)

大口寄付（23,000$）

大口寄付（22,330$）
ベネファクター (3)

大口寄付（19,140$）

本人の希望により
掲載しません

恩 田 勇次郎

（八潮）
平成 21年 10 月28 日
大口寄付（14,300$）

大塚

大口寄付（42,250$）
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信郎

大口寄付（10,503$）
ベネファクター (3)

大竹

功一

匿

名

（大宮東）
平成 21 年 11 月 2 日
大口寄付（10,344$）

三枝

泰英

岩渕

均

杉田

政男

吉田

肇

田中

徹夫

（浦和）
平成 21年 10 月30日

（岩槻東）
平成 21年 10 月27 日

（川口西）
平成 21年 10 月22 日

（岩槻東）
平成 21年 10 月27 日

M・P・H・F (8)

M・P・H・F (6)

M・P・H・F (5)

M・P・H・F (5)

石野

國谷

鈴木

本田

榮一

昭吾

尹宏

守

（上尾）
平成 21年 10 月29 日

（浦和）
平成 21年 10 月30日

（八潮イブニング）
平成 21 年 5 月 21 日

（越谷南）
平成 21年 10 月30日

（浦和北東）
平成 21年 10 月30日

（川口・鳩ヶ谷武南）
平成 21年 9 月30日

（上尾西）
平成 21年 9 月16 日

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (4)

増山

長島

宮澤

瀬田

北西

本人の希望により
掲載しません

田畑

雅祥

河 端

一

昌司

良亮

忠昭

一雄

功

（川口南）
平成 21年 10 月28 日

（大宮北）
平成 21年 10 月7 日

（八潮）
平成 21年 10 月28 日

（浦和）
平成 21年 10 月30日

（浦和）
平成 21年 10 月30日

（大宮東）
平成 21年 10 月30日

（上尾西）
平成 21年 10 月21 日

M・P・H・F (4)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (3)

M・P・H・F (2)

浜野

宮下

矢部

佐藤

佐世

石川

斉藤

豊

光芳

勝己

盛男

芳

重夫

忠治

（越谷）
平成 21年 10 月29 日

（浦和）
平成 21年 10 月30日

（上尾北）
平成 21年 9 月25 日

（川口モーニング）
平成 21年 10 月30日

（浦和西）
平成 21年 10 月28 日

（浦和西）
平成 21年 10 月28 日

（浦和北東）
平成 21年 10 月30日

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (2)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

石塚

厚川

新保

小峰

嶋田

長谷川 文 善

井橋

一男

勝蔵

信義

保

忠信

武治

（越谷南）
平成 21年 10 月30日

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（浦和西）
平成 21年 10 月28 日

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

（大宮西）
平成 21年 10 月26 日

（越谷）
平成 21年 10 月29 日

（越谷）
平成 21年 10 月29 日

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

M・P・H・F (1)

P・H・F

宮島

小笠原 準 一

福田

池畑

田中

関

正治

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

行宗

（浦和西）
平成 21年 10 月28 日

秀夫

（浦和西）
平成 21年 10 月28 日
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暄二

（久喜菖蒲）
平成 21年 10 月26 日

勝四郎

（久喜菖蒲）
平成 21年 10 月26 日

樋 口 恵二郎

（浦和）
平成 21年 10 月30日
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ロータリー財団

三上

ベネファクター (5)

藤原

P・H・F

P・H・F

忠雄

等

秋本
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P・H・F

P・H・F

昌治

尾﨑

昭彦

市川

浩正

P・H・F

鈴木

俊一

ベネファクター (10)

今村

勲

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

（大宮）
平成 21年 10 月26 日

（川口北）
平成 21 年 9 月 3 日

ベネファクター (5)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

内山

武司

増渕

一夫

吉田

孝徳

堀切

紀子

安達

善一

長谷川 吉 昭

（川口北）
平成 21 年 9 月 2 日

（川口北）
平成 21 年 9 月 3 日

（さいたま中央）
平成 21年 10 月15 日

（浦和）
平成 21年 10 月30 日

（蓮田）
平成 21年 10 月2 日

（川口）
平成 21年 10 月20 日

（吉川）
平成 21年 10 月22 日

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ベネファクター (1)

ポリオ・プラス

ポリオ・プラス

川口南ロータリークラブ

浦和中ロータリークラブ

高橋

照司

（浦和西）
平成 21年 10 月28 日

中 島 美三郎

米山記念奨学会
中 島 美三郎

修

駒﨑

繁夫

金子

幸重

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（戸田西）
平成 21 年 11 月 5 日

（岩槻東）
平成 21年 10 月27 日

（川口南）
平成 21 年 11 月 4 日

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

メジャードナー（M-30)

メジャードナー（M-22)

メジャードナー（M-16)

メジャードナー（M-11)

メジャードナー（M-10)

メジャードナー（M-10)

恩 田 勇次郎

メジャードナー（M-10)

田中

（越谷）
平成 21年 10 月29 日

北

清治

岩渕

均

國谷

昭吾

川島

利雄

竹ノ谷 光 美

（八潮）
平成 21年 10 月28 日

（浦和東）
平成 21年 10 月16 日

（浦和）
平成 21年 10 月30 日

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

（大宮）
平成 21年 10 月26 日

（川口南）
平成 21年 10 月28 日

米山功労者（M-9）

米山功労者（M-9）

米山功労者（M-9）

米山功労者（M-8）

米山功労者（M-8）

米山功労者（M-8）

川澄

吉夫

塩川

通正

辻村

大司

小谷野 英 一

末次

洋司

森谷

良久

（越谷）
平成 21年 10 月30 日

（八潮）
平成 21年 10 月28 日

（浦和南）
平成 21年 10 月27 日

（浦和）
平成 21年 10 月30 日

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

（鳩ヶ谷）
平成 21年 10 月22 日

（草加南）
平成 21年 10 月25 日

米山功労者（M-8）

米山功労者（M-7）

米山功労者（M-7）

米山功労者（M-7）

米山功労者（M-7）

米山功労者（M-7）

米山功労者（M-6）

倉林

巖

（浦和南）
平成 21年 10 月27 日

田中

暄二

（久喜菖蒲）
平成 21年 10 月26 日

平野

武志

（越谷東）
平成 21年 10 月26 日

細渕

力一

（浦和南）
平成 21年 10 月27 日
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斉藤

忠治

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

篠原

唯史

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

鈴木

孝

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2770

米山功労者（M-6）

岩﨑

彰

米山功労者（M-6）

浜野

豊

米山功労者（M-6）

神谷

治善

GOVERNOR'S MONTHLY LETTER No.6

米山功労者（M-5）

石塚

一男

米山功労者（M-5）

関亦

数斗

米山功労者（M-5）

宮崎

康

米山功労者（M-5）

深井

良孝

（大宮）
平成 21年 10 月26 日

（越谷）
平成 21年 10 月30 日

（越谷南）
平成 21年 11 月10 日

（越谷南）
平成 21年 11 月10 日

（（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

（越谷南）
平成 21年 11 月10 日

米山功労者（M-5）

米山功労者（M-5）

米山功労者（M-5）

米山功労者（M-5）

米山功労者（M-5）

米山功労者（M-5）

米山功労者（M-5）

高橋

耕志

（春日部西）
平成 21 年 9 月 17 日

石川

清

（春日部南）
平成 21 年 9 月 17 日

佐藤

常一

（草加南）
平成 21年 10 月25 日

熊野

義治

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日
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半田

正一

（浦和東）
平成 21年 10 月30 日

國光

勝三

（浦和東）
平成 21年 10 月30 日

佐藤

伸

（越谷）
平成 21年 10 月30 日

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2770

米山記念奨学会

米山功労者（M-4）

井原

健一

（浦和中）
平成 21年 11 月6 日
米山功労者（M-3）

長谷川 文 善

米山功労者（M-2）

鈴木

美博

（越谷）
（浦和中）
平成 21年 10 月30 日 平成 21年 10 月21 日
米山功労者

佐藤

齊

（浦和南）
平成 21年 10 月27 日

米山功労者

田 中 カヨ子

（川口北東）
平成 21年 10 月28 日

新会員のご紹介

米山功労特別法人

川口板金㈱

（川口南）
平成 21年 11 月10 日

田中

和郎

（草加イブニング）

㈲ニューテキスタイル

米山功労者（M-4）

糸賀

正修
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米山功労者（M-4）

加村

啓二

米山功労者（M-4）

関

勝四郎

米山功労者（M-3）

成海

和正

浩之

㈲曽原建設

和悦

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

（久喜菖蒲）
平成 21年 10 月26 日

（浦和南）
平成 21年 10 月27 日

（大宮南）
平成 21年 10 月21 日

米山功労者（M-2）

米山功労者（M-2）

米山功労者（M-2）

米山功労者（M-2）

米山功労者（M-2）

佐藤

美好

小宮

泰二

内木

滋郎

厚川

勝蔵

長岡

良明

（浦和中）
平成 21年 10 月29 日

（浦和中）
平成 21年 11 月6 日

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（さいたま欅）
平成 21年 10 月29 日

（春日部南）
平成 21 年 9 月 17 日

米山功労者

米山功労者

米山功労者

米山功労者

米山功労者

富樫

孝

小林

武弘

（浦和北東）
平成 21年 10 月27 日

（越谷南）

㈲武巧

（松伏）

相澤

（越谷南）
平成 21年 11 月10 日

本庄

久子

熊倉

陽一

（川口）
平成 21年 10 月20 日

（北本）

読売センター北本南部

福田

直彦

増田

建夫

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

（久喜菖蒲）

㈱増田タクシー

森田

光一

（浦和中）
平成 21年 10 月21 日

飯 田 総一郎
（栗橋）

飯田会計事務所

平成21年8月20 日入会 平成21年8月20 日入会 平成21年9月17 日入会 平成21年10月1日入会

曽原

米山功労者（M-3）

松 山

（越谷）

誠

㈲松山水道設備

菊地

貴志

（大宮東）

AIU 保険会社

樋爪

克好

（さいたま新都心）

㈱ラダースポーツ

岡田

秀昭

（川口東）

㈲岡田紙器製作所

瀬尾

拓也

荒井

裕治

（越谷南）
平成 21年 11 月10 日

（春日部）

大同生命保険㈱
平成21年10月6日入会

田村

芳弘

（川口東）

㈱エアコンセンター

平成21年10月6日入会 平成21年10月6日入会 平成21年10月13 日入会 平成21年10月14 日入会 平成21年10月19 日入会 平成21年10月20 日入会 平成21年10月20 日入会

★お詫びと訂正★
11 月号のロータリー財団寄付者（11 頁）におきまし
て、誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

熊谷

ほの

（川口モーニング）

㈲平成開発工業

齋藤

幸雄

（川口）

㈱埼玉インシュアランス

竹内

秀明

上 井

清

（浦和南）

（さいたま新都心）

㈱武蔵野銀行 南浦和支店

㈱ヨコハマタイヤジャパン

平成21年10月24 日入会 平成21年10月29 日入会 平成21年11月2日入会 平成21年11月2日入会
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■ ロータリー財団寄付者
三上 憲司 様（浦和東）
誤

→
Ｍ・Ｐ・Ｈ・Ｆ（３）

正 Ｍ・Ｐ・Ｈ・Ｆ（7）

2009 ～’
10 年度

10 月の会員数及び出席報告
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