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平成28年4月5日(火)発行(No.25号)

第1365回例会(3月12日(土))合併号

第1368回

2016年4月5日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢経営革新等認定支援機関について｣

北野FP税務会計事務所

税理士　北野正彦様

第1369回

2016年4月12日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢工業デザインと私の仕事｣

株式会社　賀風デザイン

代表取締役　古賀治風様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1366回･2016年3月15日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢それでこそロータリー｣

ソングリーダー　矢作謙一会員

会長挨拶　町田信行会長

幹事報告　上野拓也幹事

委員会報告
クラブ運営管理委員会

中川泰次郎親睦活動担当委員長
クラブ広報委員会

大熊勝巳委員長

国際奉仕プロジェクト委員会

囲谷昭吾米山記念奨学担当委員長

次年度関係

岡崎　渉次年度副幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

卓　　話｢MyRotaryの登録の仕方について｣

クラブ広報委員会

点　　鐘13:30　町田信行会長



タに三才一彦_

3月も中旬となり､そろそろ桜の咲く頃となりま

した｡先週､ 3月12日(土)のキレイきれい大作戦､大

勢の方のご参加ありがとうございました｡

また､翌日の3月13日(日)には､米山記念奨学生の

修了式が行われました｡当クラブからは浅見副会長(カ

ウンセラー1上野幹事､囲谷米山記念奨学担当委員長､

奨学生谷雨さんの4名が出席致しました｡今月末で

谷雨さんも卒業になりますが､ 29日(火)の夜間例会に

出席されます｡キレイきれい大作戦にも参加して下

さいました｡

昨日､緑区区民まつり第3回実行委員会が緑区役

所で開催されました｡山中地域奉仕プロジェクト委

員長と私で出席しました｡区長､星野実行委員長か

らお話しがありまして､昨年は約2万人の方が来場

され､ 82団体が参加したとのことです｡今年は10月

15日土曜日に開催予定です｡

本日は､クラブ広報委員会にMy Rotaryの登録の

仕方について､説明をしていただきます｡熊田委員

よろしくお願い致します｡

このところ､暴力団山口組と神戸山口組の抗争が

おきていますが､埼玉でも発生しており身近な問題

となっています｡中国製の拳銃ポカレが暴力団へ密

輸入されているようです｡拳銃の発明者の目的とは

違う用途に使用されていることは悲しいことだと思

います｡

我々ロータリアンは,平和な､幸せな世の中を作

っていくために､地道な努力をしていかなければと

思っております｡

囲谷昭吾米山記念奨学担当委員長
3/13(日)にロータリー米山記念奨学

生の修了式が13:00よりラフレさいた

まで開催され　各クラブ会長､幹事､

カウンセラー､奨学生が参加されま

した｡今年度の奨学生は7ヶ国8大学の31名で､す
べての人が進路が決まっています｡

谷雨さんは赤坂の農薬肥料会社へ就職されます｡

将来の夢は､優秀な会計士になりたいそうです｡印

象に残ったことは､奉仕活動で春日部の介護施設で
お年寄りと一緒に過ごしたことだそうです｡東京理

科大を優秀な成績で卒業し､就職されます｡

lll:yFへの

プレゼントになろう

ロ3月13日(目)､米山記念奨学生修了式が行われ､谷

雨さんが無事修了されました｡

□4月17日｢親睦旅行例会｣の出欠を事務局までお

願いします｡

□飯田晃生会員のご尊父様が3月11日ご逝去されま

した｡ご冥福をお祈り致します｡ 3/15お通夜､ 3/16

告別式となります｡

□次年度関係､ ｢ブライダル友愛の広場30年の歩み｣

式典のご案内が届いております｡ 4/19(土)当ホテル

4FロイヤルクラウンCにて18:00-

参加申込み3/22締切｡

□次年度理事役員構成表が受付ありますのでご確認

下さい｡

クラブ運営管理委員会
中川泰次郎親睦担当委員長

ロ3/29(火)の親睦夜間例会の出欠をお願いします｡

3/22締切

□4/17の親睦旅行例会登録料25000円ですが､直行

される方は､ 20000円です｡

クラブ広報委員会
大熊勝巳委員長

□3/14の東京新聞に当クラブ星野和央会員のあゆみ

が掲載されています｡ 15年前の星野さんの写真も載

っていますのでご覧下さい｡

次年度関係
岡崎渉次年度副幹事

□次年度委員長セミナーのご案内

4/12(火)､ 13:45-15:00　当ホテル3F ｢常盤･高砂｣

で開催致します｡

ロ2016年地区研修･協議会が､ 4/19(火)､越谷コミ

ニュティセンター及び越谷中央公民館で開催されます｡

関係各位のご出席をお願いいたします｡
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タ⊂卓彦_ Be a gift tothe world

クラブ広報委員会大熊勝巳委員長･熊田満子IT担当委員長

My Rotaryは､ RIのHPより登録することが出来ま

す｡ RIのHPに会員向けのページがありますが､これ

を閲覧するためには会員登録が必要です｡このペー
ジには会員の状況､会員数､米山･財団寄付額､メ

ッセージBOX､会員同士のつながりなど様々なコン

テンツが用意されています｡

当クラブの登録状況は､ 45人中3名､ 6.4%です｡

3/31現在で50%の会員が登録していることが､ RI会

ノー　長賞候補者の条件になります｡

!盛･__醍

rMyRotary｣をクリッ

クします｡

｢アカウントを作成｣を

クリックします｡

汁)氏名･メールアドレス
l　を入力し､r診｢はい｣に

チェックを入れて､(豆r続

ける｣をクリックします｡

左記の画面が表示された
らr画際ロータIJ-｣か

ら登録したメールアドレ
スにメールが届きます｡

■■
登録したメールアドL,ス

の受信箱を開き､届いた
メールをクリックしま

す｡
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｢[コ一夕リーウェブサイ

ト　登録完了まであと少
しです｣というメールが

届くので､文中のrアカ
ウントを有効にする｣を

クリックします｡

魯ご希望のパスワードを設定
し､⑧rセキュリティ保護用の

質問｣を-覧から選び､ ｢答え｣

(4文字以上)を入力します｡
次に(詠｢CREATE ACCOUNT｣

を一回だけクリックします(ダ
ブルクリックすると2回登録
されます)｡

Rotary

号･rlれ＼lと

(il｢REMEMBER ME｣

にチェックを入れ(､

1hrCONTINUE / SlGN
INJをクリックします｡

これでアカウントの登録
完了です｡

2016年一斗LjZL/Zは3月1 48tFlrⅦEl､

T的位はタサいJと､徹
境的ーこパカにするよっなマンガがヒノトする昨〈｢　しかし､ありのままの抽巨の

iyを静かに､池沼に伝え紙
け垂がある｡さいたま市偶鑑のヒルのFa:に事務所島える.ささたま出

うになった｡
応善感良のまr.ただ

中二EZんはだらりだnた三盆嘩区は約円鳶か.りr上蓋と増え､新刊住宅
地へと形墓見た　小学校も六割ほどが外からや〕て来た人たちR学校で喝蛾の

iLエlELr=不の在丘■｣と所にg丑るさ女/こEEtLM
虫金環のPJ?羊ロ《きん　=(いた沈rtl伯Z鑑e

萌れた　月明がさいた春巾　を相介する本は行政や新関　った`っ楚巾だ埼玉の真　人申込書などを入れて.p1ら些【超小学校に入学したこ朴が発行し､E間の蟹にちなみ､r県内の席史､つた'

緋緋緋｢さきたま-｣会長星野和央さん
輝芸｣tF同社由良の畑野和央苧～(<rI)は､地元墓する本づくりにこだわってr..I

教東裏打する部内の
中電出版社に勤めていたが､三l五歳のとき転機が訪れた　炭田がさいた春巾

歴史を榊へるといrつ宿留が　はなかった｡r地域の文化出たと琶㈲租が起きた一的'科学的な知和轟るこ｢おじいちゃんやおはあち　とで人は地域に督苛を棒やんに棚いても分からない　つー撃致していかなけれと言われる｡誰に8ねれば　ば有りない｣と姐f>_=､会いいのヱ　　　　　　　祉垂　rやってやうっ

当的､抽玉の文化や歴史　じゃないか轟ち急か
を相介する本は行政や新関　った`っ楚讃埼玉の妻

埼玉に根ざし脚冊出版

文化､風土姦り'敢かな地域コlJlq二ティーづVりの桟とi15る木づくり｣を社是とした】
出版の窃りは､絹苔と

なる市の文筆9･地reの救ゆりと-緒に均喝
憂さ､重りの成りtlち令

変化上寿するr埼玉ふるさと微少　相和市. a pTA的代に人脈売りていたむ軒さんは'市内の塁の協力克て､Bl野坂に珊



町田信行会長　皆様こんにちは!!広報委員会､熊田会

員､本日の卓話｢My Rotaryの登録の仕方につい

て｣よろしくお願い致します｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡本日の卓話､ク

ラブ広報委員会委員長大熊勝巳様､ IT担当委員長

熊田満子様よろしくお願い致します｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢My Rotaryの登録の仕

方について｣ ､クラブ広報委員会の皆様ご指導よ

ろしくお願い致します｡一昨日､谷雨さんが米山

記念奨学生を無事修了致しました｡

金子　努会員　クラブそのものに対する奉仕である

出席率に､会員各位は意をおくようにお願い致し

ます｡

篠原唯史会員　緑区キレイきれい大作戦にご参加さ

れた皆様おつかれ様でした｡おかげさまできれい

になりました｡私は実行委員会の監事役をしてお

りました｡感謝!!

斉藤忠治会員　クラブ広報委員長大熊様他委員の皆様､

本日の卓話｢My Rotaryの登録の仕方について｣ ､

よろしくお願い致します｡

固谷昭吾会員　①ようやく冷たい雨も上がり､久万

ぶりに晴となり温度も上がるとのことで何かと助

かります｡ 3月13日(日曜日)には第2770地区米山

奨学生の修了式がラフレさいたまで開かれ､浅見

副会長兼カウンセラー､上野幹事と3人で出席し

て来ました｡ 31名の奨学生中25名が修了で､お別

れの3分間スピーチは大変印象に残りました｡

②今日は四月上旬の陽気とか､大分暖かく感じま

すね｡しかし､明日から週末にかけて､又､温度

が下がるとのこと､体調保持が大変です｡今日の

卓話､埼玉りそな銀行浦和中央支店長の田中洋様
よろしくお願いします｡ (第1364回例会分)

吉田律子会員　晴れましたネ､良かったわ｡毎日の

新聞､テレビで三面記事に殺人事件が報じられ､

悲しくなります｡家庭での教育がもう一度見直さ

れる時代ですネ｡人生の先輩として頑張ります｡

先週には､私の誕生日(本日)にお祝いを頂き有難う

ございました｡クラブへのご奉仕と神明ご奉仕と

ダブルの人生を歩んでおります｡どうぞ皆様よろ

しくお付き合いのほどお願い申し上げます｡

flf_非へのプレゼントになろう

宮坂秀樹会員　次年度も広報か-日今日もご飯お

かわりしました｡

岡崎　渉会員　桜の開花も早いようで､ 3月中のお

花見ですね｡

繰越金1,039,000円　本日24,000円　計1,066,000円

平成28年3月12日(土)点鐘09:10

集合:浦和くらしの博物館民家園

出席報告
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

熊野　義治

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳
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