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第1407回

2017年2月7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｣

ロータリーの目的･四つのテスト

卓　話｢芸能界とスポンサー企業との

繋がりの社会について｣

㈱リノア　代表取締役　長命勇志様

第1408回

2017年2月14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｢歯周病について｣

(一社)浦和歯科医師会前会長

小田歯科医院　院長　小田尚孝様

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1406回･ 2017年1月31日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー矢作謙一会員

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

次年度関係　柳寿美恵次年度幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

柳寿美恵親睦活動担当委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

宇津野芳志男出席担当委員長

卓　　話　クラブフォーラム

｢創立30周年記念式典

及び記念事業について｣

創立30周年記念実行委員会

点　　鐘13:30　横田　元会長



光三ナ産_

1月も本日で終わりとなります｡これから益々寒さが

厳しくなってまいります｡お体ご自愛下さい｡

本日は､創立30周年記念式典及び記念事業についての

クラブフォーラムです.篠原実行委員長はじめ実行委員

の皆様､会員の皆様､成功のためにご協力をよろしくお

願い申し上げます｡来月はIMです｡ご存知のとおり､ IM

は近隣クラブとの情報交換と親睦を深めるイベントです｡

内田ガバナー補佐､富樫IM実行委員長がIMを成功させる

ために､ご尽力いただいております｡全員参加とご協力

をお願い申し上げます｡また､ 2月3日～6日までの4

日間､フィリピン国際奉仕プロジェクト検証に私と清水

幹事､内田ガバナー補佐､斉藤副会長､浅見バスト会長､

上野会長ノミニー､山中委員､鈴木寿和会員の8名で行

ってまいります｡

本日は､ ｢わけの分からないNHK｣と超して､ここ数

年NHKが偏向報道や犯罪めいたことが如何に多すぎるか

をお話したいと思います｡尖闇は中国の領土だと言って

みたり､外部委託業者のNHK集金訪問犯罪があったり､

2年前の報道では､台湾の82歳のお年寄りへのインタビ

ューで､このお爺さんは流暢な日本語を話し､教育勅語

まで暗記していましたo NHKは､その老人が日本統治時

代を批判しているように画像を編集｡クローズアップ現

在では､過剰なまでの演出で､あたかも詐欺師の拠点を

つきとめたかのような内容｡

このように数え切れないほど色々ありましたが､私の
一番記憶に残っていることは､ ｢6000人を救った外交官､

命のビザ､杉原千畝｣という番組です｡第二次世界大戦､

当時ドイツは人種差別政策により､ 420万人のユダヤ人

を虐殺したと言われています｡ナチスから逃れるために

多くのユダヤ人は脱出を試みますが､それを救った人は

リトアニア領事館の杉原さんで､日本政府の許可を得ず

2,138枚のビザを発給したと物語は語っていますが､領

事館の外交官が､政府を無視してビザ発給をすることは

あり得ないと思います｡仮に発給したとしても通過ビザ

です｡政府や外務省がノーと言えば日本国には入れない

はずです｡

NHKは杉原さんを英雄にすることで､当時の日本政府

を定めようとしたものと思います｡日本政府は人権を無

視したということを印象付けようとしました｡ NHKは杉

原さんは帰国後クビになったと言っていましたが､杉原

さんは外務省を辞めた後､退職金､年金も貰っています｡

私がNHKを許せないのはこの映像の最後に､この物語

は史実にもとづいたフィクションであるとテロップを流

しました｡これが日本を代表するメディアでしょうか｡

□米山記念奨学部門修了式が開催されます｡

日　時: 3月12日

開　会:午後2時

会　場:ラフレさいたま4F棒ホール

斉藤カウンセラー､奨学生烏さん出席｡

□見沼田んぼキレイきれい大作戦が開催されます｡

日　時: 3月11日

受　付:9:00-

作　業:9:30-

場　所:見沼臨時グランド

場所を間違えないようお願いします｡

柳寿美恵次年度幹事

口昨日､次年度理事の顔合わせをおこないました｡皆様

お疲れさまでした｡

□第1回次年度理事会を2月28日に開催いたします｡

□会長エレクト研修セミナーが3月9日･ 10日におこ

なわれます｡鈴木会長エレクト出席｡
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｢創立30周年記念式典及び記念事業について｣

臣.5. I

開　会

斉藤忠治副実行委員長

■部会報告

]石井孝一登録･受付部会長

i受付関係一切を行いますo地区役員
のお顔が分かる方を受付にお願い致

します｡

創立30年の歴史を思いおこしながら､実り多い30周年　　J

にしたいと思いますので皆様のご協力をよろしくお願い
′~＼　いたします｡

会長挨拶
横田　元会長

創立30年を迎えて､身が引き締まる思いがしておりま

すが､皆様のご協力を得てすぼらしい創立30周年記念

式典を行いたいと思いますので､よろしくお願い申し上

げます｡
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篠原唯史
創立30周年記念実行委員長

本日はクラブフォーラムです.杉田新会員も出席されて

いますので､クラブフォーラムとはクラブの討論会です.

今日のテーマは創立30周年に向けて各役員の方々がテ
ーブルに分かれて座り､式典当日の進め方等を協議して

発表していただきます｡ 25周年式典を知らない方､ 8

名位ですか｡

当クラブは5年ごとに式典･祝賀会を行ってきました｡

30周年は､ 25周年の石井会長年度からスタートして､

直前の町田会長年度までの内容になります｡

その間､当クラブに対してご協力を頂きました地区ガバ

ナー､役員の皆様をはじめ他クラブの方々をご招待して

記念式典のお祝いをします｡

記念品については､先日第4回の実行委員会で地震被災

地の熊本県の手作りの民芸品か､御菓子等の食べもので

検討しております｡

ご招待者のリストを1月末日までに金子事務局長又はク

ラブ事務局まで提出下さい｡

浅見　定会計部会長

3人で担当します｡未納の方の管理

も行いますが､地区の方のお顔の分

かる方を受付にお願いできると助か

ります｡
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稔i Lたいと思いますので､地区に制作

欺　依頼して予算等を2月中に決定する

公50　予定です｡また､式典当日の撮影を
主l堂■　プロに依頼すると結構な金額がかか

りますので､撮影をどうするか検討

してもらいます｡
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町田信行式典･祝宴部会長
会場4Fロイヤルプリンセス､ 190

名位収容､ 150名位見積概算270万

円(会場費､飲食､記念品)､控室も

入れると280万円位の予算｡アトラ

クション､ニューオリンズジャズ｡

15:00役員集合､一般会員15:30集合､

20:00終了､片付け｡

記念品を納期の関係で今日決定し

たいと思いますが､熊本の民芸品

と焼き菓子が候補にあがっており

ます｡熊本の民芸品が賛成多数で

すので､これに決定します｡

富樫　孝記念事業部会長

□さいたま市中学校英語弁論暗唱

大会後援

口米山記念奨学会寄付

ロポリオ撲滅30周年記念ゴルフ大

会財団へ寄付

□さいたま市社会福祉事業団尾間

木児童センターへ寄贈

□さくら草特別支援学校へも検討

する｡

金子　努事務局長(渉外部会長代理)

来賓の誘導｡招待者の検討､横田会

長にスポンサークラブである浦和ク

ラブのバスト会長の名簿を調べて頂

くよう依頼｡案内状は星野バスト会

長に校正して頂きました｡広告塔の

直し､過去の記念事業をスライドで

紹介などを委員会で検討する｡
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吉田律子会員　賑やかな一月も好天と寒さの内に本

日で終わります｡いよいよクラブ創立30周年記念

式典事業に向けて行動する時となりました｡なご

やかに､ステキな我がクラブの特質が発揮出来る

と良いですネ｡皆さん頑張りましょう｡

飯田晃生会員　皆様こんにちはl本日のクラブフォ
ーラム30周年実行委員会の皆様宜しくお願い致し

ます｡

宇津野芳志男会員　来週､家内とエジプトに行って

来ます｡ 11日の夜に帰国する為､見沼田んぼキレ

イきれい大作戦は参加出来ず､皆様すいません｡

岡崎　渉会員　皆さんこんにちは｡週末に新潟に行

きましたが､雪がありませんでした｡やはり暖冬

でしょうか?

杉田将大会員　皆さん､こんにちは｡今日も多くを

学び､明日に活かせるように精進致します｡

繰越金805,000円　本日47,000円　計852,000円

横田　元会長　皆さんこんにちは｡本日は､クラブ

フォーラム｣と言う事で､ 30週年記念式典及び記

念事業についての話です｡よろしくお願い致します｡

昨日は､次年度鈴木会長年度の理事役員の初顔合
わせでした｡大変お世話になりました｡

斉藤忠治副会長　会員の皆様の力を結集し､実り多
い30周年にしていきましょう｡

清水敏夫幹事　今日は暑くなったり寒くなったり､

体に気をつけて下さい｡

鈴木義男会長エレクト　本日の卓話､クラブフォー

ラム｢30周年記念式典及び記念事業について｣ガ

ンバッテやりましょう｡

星野和央会員　30周年の盛りあがりは､会員一人一

人の姿勢によります｡成功させましょう｡

豊田愛祥会員　30周年記念実行委員会の責任者の皆

さん､ご苦労様です｡及ばずながら､私も精一杯

お手伝いさせていただきます｡

金子　努会員　こんにちは｡

篠原唯史会員　本日は､クラブフォーラムです｡ ｢創

立30周年記念式典｣に向けて皆様と盛り上げたい

と思います｡よろしくお願いします｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡本日のクラブフォ
ーラム｢創立30周年記念式典及び記念事業について｣

よろしくお願い致します｡

囲谷昭吾会員　昨日は大分暖かく春模様でしたが､

今日は温度も下がり冬陽気に逆戻り､体調維持が

難しいですね｡風邪を引かないよう注意しましょう｡

今日は30周年記念事業のクラブフォーラム､成功

を祈ります｡

町田信行会員　本日は30周年記念のクラブフォーラ

ムです｡ ･皆でありがたい周年を迎えましょう｡

石井孝一会員　本日のクラブフォーラム､実行委員

会の皆様宜しくお願い致します｡

富樫　孝会員　本日はクラブフォーラム､ 30周年記

念事業に向かってしっかりと取り組んで参ります｡

上野拓也会員　皆さんこんにちは｡本日クラブフォ
ーラムですね!!浦和北東ロータリークラブ創立30

周年記念式典･祝賀会が無事成功しますよう､横

田会長､清水幹事､篠原実行委員長､部会の皆様

よろしくお願い致します｡

緑区内にある貴重な財産であり広大な緑地空間であ
る｢見沼田んぼ｣の保全のため､清掃活動を行いま

す｡お誘い合わせの上､ぜひご参加ください｡

【日　時】 3月11日(土曜日) 9時30分から11時

※受付開始は9時から

【持ち物】軍手､火バサミ(お持ちの方) ※当日､

貸し出しも行います｡ゴミ袋は主催者側で受付後に
お渡しします｡

【服　装】ごみ拾いしやすい服装でご参加ください

【参加特典】豚汁･チューリップの苗の無料配布

(数量限定､数がなくなり次第終了となります)

【主催】緑区見沼田んぼキレイきれい大作戦実行委員会
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 1 1

墓琵掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3
口~タリ~　　　　内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野峰横鈴斉清星岡森


