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第1424回

2017年6月20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｢それでこそロータリー｣

卓　話｢次年度リハーサル｣

｢臨時総会｣

第1425回

2017年6月27日(火)

点　鐘18:00

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル21F

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話｢横田年度最終例会｣

クラブ運営管理委員会

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1423回･2017年6月2日(金)

創立30周年記念式典
浦和ロイヤルパインズホテル4F ｢ロイヤルクラウン｣

点鐘17:00

司会　幹事　清水敏夫

16:00　安井鮒

16:30　ウェルカム演奏･

17:00　点　魚

浦和見済太費偉存会

会長　書P)　元

肖れ斉q t7-ll)-ソング博徒の脚｣｢2770a区の我｣ソンYリーダー会見　矢作iI一

粒のことば-･　　　　　　･･L･･点立30月件東食先行重点長　篠原　堆史

会長　書tEl　元

州tUに招待書祐介川.---････---･--･････■台A　斉#　全治

兼書挨拶･ - -･ --- - ･- - - A ･細ロータリー事277叫底uJ叶一

国FT7-タ1)-201 2- 1 3年吐合長

さいたま市長

mh iH E日付次<荷作71Rホ血T水沫相済叩

記念事案日韓J!量ならのこ発表･･･.　　　　　　-記念事乗8台長　官席　亭

E]召贈呈　ロータリー財団鮒･ ･ ･ - ･葬2770一区｡一g･7-uF18円車軸　宮崎牧fI林

米山社食兼学会寄付･ -弟2770発展知慮金井学専門委月長　兼好　倖暮杜

さいた輔教育研究会･･-････--･･-外国者柵長　阿久津一浩斗

さいた押立さくら革榊支漢学掛- ･さいた輔折朝会事情長　祐美凍久嫌

撫区区民祭協賛･---I-･-･

浦和見沼太鼓保存会----I--‥-.

発表　交連宇宙61)ニューアル事業

さいたま市立尾阿木児童センター　からくり時計寄JF

月は俄ならびに表棚の授与･ I I ･ A

dL諸状　スポンサークラブ浦和ロー91)-クラブ･ i ･

株式会社内田ビル- - -

浦和ロイヤ&,′叫ンズホテル- ･ I

歴代会長(26代-ユo代)

劫捗状　在籍30年　全点

17:55　点　点

海区区長　木村dl美子書
-代表　枕木　克明♯

-食長　甘H　元

会長　武井　♯史甘

食長　内田千代枚杜

蜘人　中安　手8甘

4名

6名

会長　耕肘　元
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篠原　唯史

創立30周年記念実行委員長

▲惑｣
実行委員長の篠原でございます､歓迎の言葉を述

べさせていただきます｡

記念式典開催にあたり､国際ロータリー第277

0地区ガバナー浅水尚伸様､国際ロータリー元会長

田中作次様､さいたま市長清水勇人様をはじめとして､

多くのご来賓の方々にご臨席賜りまして､華を添え

ていただきましたことに心より感謝申し上げます｡

また､交流を重ねております第2 540地区男鹿

ロータリークラブ､第2750地区ノーザングアム

ロータリークラブからも遠方に係わらず多数の方が､

参席いただいておりますことにも､心より感謝申し

上げます｡

さて､当クラブは1987年5月26日､浦和ロ

ータリークラブをスポンサークラブとして浦和で6

番目のクラブとして､誕生させていただきました｡

チャーターメンバー全員が､ロータリー経験のない

中でのスタートでした｡創立30周年を迎えること

ができましたのも､ご列席の皆様のお陰であります､

重ねて心より感謝申し上げます｡

我がクラブは､創立時より｢会員が楽しく地域奉

仕活動､教育･青少年育成への奉仕活動を実践しな

がら､奉仕の理想を標棟｣に遇進してまいりました｡

浦和見沼太鼓保存会への助成､地域クリーン運動へ

の参加､高齢者･障害者施設への協力､交通安全啓

蒙活動､中学校英語弁論･暗唱大会後援等､継続的

な奉仕活動を展開して来ております｡ロータリー財団､

米山記念奨学会への特別寄付､青少年交換プログラ

ムへの参加などバランスの良い奉仕活動にも心掛け

ております｡

｢30周年記念式典｣にあたり､時代とともに変

化する｢ロータリークラブ｣ ｢会員気質｣ ｢奉仕活動｣

をポジティブに捉え､これまでの奉仕活動の実績を

誇りに､心新たに奉仕活動に取り組むことをお約束

いたします｡ご列席の皆様方には､今後ともこれま

でに増してのご指導ご鞭錘をお願い申し上げます｡

皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして､

歓迎の挨拶に換えさせていただきます｡

本日は､式典そして祝宴､長時間に捗りますどう

かよろしくお願い申し上げます｡

Rotary ヂ

横田　元会長

本日は､我が浦和北東RCの30周年記念式典及び祝

賀会に､大勢の方々にご臨席を賜り誠に有難う御座

います｡

記念すべき30周年を迎えた年に､伝統ある浦和北

東RCの会長を務めさせて頂いた事に感謝すると共に､

責任の重さを感じた一年で御座いました｡

我がクラブは　25名の先輩の方々で創立をし､地

域に密着した様々なプロジェクトを展開して参りま

した｡

見沼田んぼキレキレ大作戦の参加､縁区区民祭り

への参加､見沼太鼓保存会への助成､さいたま市立

さくら草特別支援学校への助成､英語弁論大会への

助成､国道463号線の交通安全塔や東浦和駅前の植

樹など様々な活動を行って参りました｡

海外を見て見ますと､ 2008年度よりフィリピンで

蓮田RCと共同にて､ DDFを使った事業や地区補助金

を使った事業を展開をしてまいりました｡大勢のフ

ィリピンの子供達と関わる事が出来ました｡

そして､秋田男鹿RCとの交流､ノーザングアムと

の双子クラブの提携と個性あふれる　奉仕活動を行

って参りました｡

この30年間は大事な年月で御座いましたが､我々

は一つの通過点と考え今まで以上の奉仕活動を行っ

て参りたいと思います｡

今年度のクラブテーマは､ ｢奉仕を通じて楽しい

ロータリーライフを｣とさせて頂きました　そして､

2770地区浅水尚伸ガバナーの地区運営方針のテーマ

は｢楽しいロータリークラブを作り上げよう｣です｡

私たちは､私達の考えに共鳴して頂ける人を一人で

も多く見つけ出し暖かく迎え入れ､日々のロータリ
ー活動の中で自分作りに努力を惜しまず､末永く先

輩方が作り上げてきた歴史を大切に紡いで参りたい

と思います｡

そして､近隣クラブの皆様と共に遺進して参りた

いと思いますので､どうぞ宜しくお願い申し上げます｡

結びに､皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げ

まして､会長挨拶とさせて頂きます｡

本日は有難う御座いました｡

-～
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Roで叫　創立30周年記念式典･祝賀会
涌和北乗Ej一夕IJ-クラブ

｢歓迎のことば｣篠原唯史創立30周年記念実行委員長

30周年記冨瓦発･
浦和北東ロータリークラ

o L

END POuO NOW

′′■ヽ
乗ロータリークラ

⊥〟｣_∃ ｢会長挨拶｣横田元会長

｢来賓紹介｣斉藤忠治副会長

『来賓挨拶』 .30周年記念式典･祝
一夕リークラブ

北東ロータリーク三

国際ロータリー
2012-1 13年度会長

田中作治様

さいたま市長

さいたま市教育委月余故官長

撮区区長

さいたま市政育研究会外国番林部長

さいたま市商工金鉄所会薪

株式会社内田ビル会長

浦和ロイヤルパインズホテル奴支配人

弟2770地区ガバナー

革2770地区バストガバナー

国際ロータ1)-元会長

バス71ガバナー

R(

)UJ司Jf音t=盾エ115J

さいたま市長清水隼人様

来　賓(榊,

清水　勇人

稲葉　康久

木材由美子

阿久津一浩

佐伯　群兵

内田千代軟

小賞　与歌

津水　内仲

平EEl　昭雄

田中　作次

高速　昭碓
パ朴かサー　　　　　　　高浜　彰努

バスT･ガバナー

バスT･ガバナー

回転ロータT)-元理事

バスTLガバナー

バスTLガバナー

バストガバナー

バストガバナー

バスTLガバナー

ガバナーエレクト

ガバナーノミニー

地区幹事

夫正治均伴　T　良さ只等志　l撒博清　　信書和　　　高菜中ロ　　泌川専横漣原一月川谷田岡北署大井渡井大中染

『感謝状授与』

スポンサークラブ
浦和ロータリークラブ
会長武井雅史様

｢二三_ :i -･会tL
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浦和ロイヤルパインズホテル
総支配人　小賛与敬様

捕棚二㌘　株式会社内田ビル会長内田千代松様

; -｢(｢『

歴代会長(26代～30代)

『表彰状授与』

'TIT-:i･㌫ ~丁

在籍30年会員｢~冊



18:05　阿某の辞

友好クラブ挨拶H

k　拝--L-

A事Itil

ア7･ラグション- -

20:00　Pl宴の辞

司会　祝辛称全称余長　町IB　僧行

-.･.由来荷重月長　LLJ中　東朋

- HBl鹿ロータリークヲプ会長　木下　　Al林

ノーザングアムロータTJ-クラブ会長　YPayne S･N.SamtOS様

･　事2770地区バストガバナー　半EE)何社凍

ジャズバンTt｢ニューオMJンズ　ホッ1.ストンバ-ズ｣

会長エレ外　抄本　a果

創立30周年記念式典･祝賀会
浦和北東ロータリークラブ

『友好クラブ挨拶』

30周年記念式典･

ノーザングアムRC会長
Wayne S ･ N.Santos様

｢司会｣町田信行祝宴部会長

｢閉塞の辞｣

鈴木義男会長エレクト

廃駅リニューアル
2.ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会

… 3.さいたま市立再開木児童センターへ｢からくり時計｣寄贈

4.さいたま市中学校英帯弁静･暗唱大会へ特別寄付

守.早いたま市立さくら葦特別支援学校へ特別寄付

6.浦和見沼太鼓保存会へ特別寄付

ロータリー財団寄付

･争.親心記念奨学会寄付

出席報告

例会日 剔告� 偬����欠席 挽薐�出席免除 偬��越b�

節 回 迭�3��43 �#��9 釘�2 都偵�bR�

今 回 澱�"�43 鼎��0 ���2 ����R�

例会日　毎過火曜日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

会琵掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2+3　幹　事
口~タリ~　　　　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

元男治夫央渉裕

義忠敬和

田木藤水野崎横鈴音清星岡森
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