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平成27年8月18日(火)発行(No.4号)

第1337回例会(7月29日(水))合併号

第1339回

2015年8月18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｢会員卓話｣チャーターメンバーに

よるロータリー30年間の魅力

宮崎　康会員　星野和央会員

大島雅文会員

第1340回

2015年8月25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｢2770地区の歌｣

卓　話｢サッカー界の課題｣サッカー選手､

クラブスタッフ両方の視点から

浦和レッズ㈱パートナー営業部

堀之内　聖様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1338回･ 2015年8月4日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

『ガバナー公式訪問』

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー石井孝一会員

ロータリーの目的･四つのテスト

山中重則会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

挨　拶　2016-17年度ガバナー補佐候補者

内田康信会員

米山奨学金の贈呈　町田信行会長

委員会報告　横田　元直前幹事
大島雅文クラブ研修リーダー

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

富樫　孝プログラム担当委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫出席担当委員長

卓　　話　国際ロータリー第2770地区

ガバナー　井原　寮様

点　　鐘13:30　町田信行会長



タに三十象

先週の浦和レッズ例会には､大勢の会員の皆様にお

集まり頂きましてありがとうございました｡

夏祭り､花火大会の季節です｡私はこの5-6年長

岡の花火大会に行っておりましたが､今年は行けませ

んでしたのでネットで親王したが､やはり素晴らしい

なと思いました｡ 70年前の戦争で亡くなられた方の慰

霊の花火大会でもありました｡

本日は､井原　賓ガバナー公式訪問です｡早々のご

訪問を賜りありがとうございます｡

井原ガバナーは､ 1972年に慶応義塾大学工学部を卒

業され､ 1978年､工学研究科博士課程を終了し､東芝

に入社され､事業推進企画担当部長を務められました｡

そして､ 1998年に､与野フードセンター代表取締役に

就任されました｡

ロータリーでは､ 2008-2009年度さいたま新都心

ロータリークラブ会長､地区財団奨学･学友委員､財

団奨学･平和フェロー･学友委員､ロータリー財団部

門委員長､第2グループガバナー補佐などを歴任され

ました｡

本年度RIテーマは｢世界のプレゼントになろう｣です｡

井原ガバナーのご挨拶の中にありますが､インドの著

名な詩人の言葉｢楽器の弦の張り替えばかりしていて､

肝心な歌を歌わずに､毎日を過ごしています｡人生は
一度のチャンスです｡演奏しましょう｣とあります｡

行動しよう､実践しようと言うことだと思います｡

我がクラブの､フィリピン国際奉仕事業､ノーザン

グアムロータリークラブとの交流,さいたま市中学校

英語弁論暗唱大会後援､緑区区民祭協賛､浦和見沼太

鼓保存会支援､財団寄付､米山寄付など､会員の皆様

のご協力をいただきまして､私たち浦和北東クラブに

出来る最良のものをプレゼントしたいと思っております｡

本年度の地区テーマは､地活動方針｢ロータリーは

奉仕を通じて､人づくり､自分づくり｣ ､運営方針｢ロ
ータリーを学ぼう,そして楽しもう｣です｡

地区運営方針にありますように､戦略計画と中核的

価値観の理解と実践､ My Rotaryの登録と活用､奉仕

と親睦の実践､寛容の精神を学び､そして､ロータリ
ーを楽しみましょう｡

最後になりましたが､井原ガバナー､田中ガバナー

補佐には､例会､クラブ協議会､懇親会と長時間にわ

たりますが､ご指導よろしくお願い申し上げます｡

Rotary
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プレゼントになろう

□8月のロータリーレートは､ 1ドル-125円です｡

□事務局夏期休暇､ 8月10日(月)～8月14日(金)とな

ります｡緊急のご用件は幹事上野までお願いいたし

ます｡

□2015-16年度IM実行委員推薦につきましては､浅

見副会長を推薦することで決定しました｡

□8月の特別月間名称変更のお知らせが日本事務局

クラブ支援室より届いております｡現在､ ｢会員増　(

強拡大月間｣となっておりますが､ ｢会員増強新ク

ラブ結成推進月間｣に変更となっております｡

□次週､ 8月11日の例会は､定款休会です｡次回

1339回例会は､ 8月18日(火)です｡

□2016-17年度ガバナー補佐候補者推薦の件､星野

バスト会長中心にバスト会長会を開催し､内田康信

会員を推薦することで決定致しました｡

J･
大島雅文クラブ研修リーダー

今年度も研修リーダーを務めます大島です｡今年
の研修は年4回位を予定しております｡第1回を9

月8日に計画しております｡新会員･入会5年未満

の会員を対象にしておりますが､それ以外の会員の

出席も歓迎致します｡ BOXにご案内を入れてあります｡

今年度は地区管理運営部門作成のDVDを使用して

研修を行います｡昨年度RLI委員長を務められました

篠原唯史会員を講師に迎えて､研修を行います｡

2016-17年度ガバナー補佐候補者

内田康信会員
(地区財団奨学･平和フェロー･学友委員長)

只今､ご紹介頂きました内田です｡まだまだ勉強

することがありますが､クラブの名に恥じないよう

にやっていきたいと思っております｡皆様のご協力

をお願い申し上げます｡
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国際ロータリー第2770地区

ガバナー　井原　貴様

(さいたま新都心ロータリークラブ)

2015-2016年度のRIテーマは､ ｢世界へのプレゼ

ントになろう(Beagifttotheworld) ｣です｡

私は1月18日から23日まで､アメリカ･サンディエ

ゴで開催された国際協議会に出席し研修を受けて参

りました｡ RI会長はじめ､元会長､理事のスピーチ

は素晴らしいもので､国際協議会を準備･運営して

いるRIスタッフとも話す機会が有りました｡これら

′-　の経験を通じ､初めてRIを身近に感じることが出来

ました｡

KR.-'ラビ'T　ラビンドラン会長は印刷､包装､デジ

タルメディアの上場企業､ Printcare PLCの創始者･

CEO (最高経営責任者)です｡ Printcareはティーバ

ッグ製造業界で世界最大手と言われています｡スリ

ランカから初めてのRI会長です｡

ラビンドラン会長は､ ｢私たちがこの世を去った後､

人が思い起こすのは､私たちが生前乗っていた車でも､

着ていた服でも､肩書でも､役職でもありません｡

人生の価値は､どれほど得たかではなく､どれほど

与えたかによって判断されるのです｣と仏教やヒン

ズー教の考え方を語りました｡

そして､ RIテーマを｢世界へのプレゼントになろう｣

と発表し､ ｢地位や身の上にかかわらず､才能､知識､

能力､努力､そして献身と熱意など､誰でも与える

′､事のできる何かをもっているはずです｡私たちはロ
ータリーを通じて､これらを世界にプレゼントする

ことで､誰かの人生に､そして世界に､真の変化を

起こすことができるはずです｣と締めくくりました｡

これを受けて､私は､ 2015-2016年度の地区活動

方針を｢ロータリーは奉仕を通じて､人づくり､自

分づくり｣としました｡また､地区運営方針を｢ロ
ータリーを学ぼう､そして楽しもう｣としました｡

今年度は､ RIのホームページであるMy Rotaryへ

ロータリアン一人一人が登録するように要請を受け

ております｡また､各クラブの会長､幹事にはロー

タリークラブセントラルへの登録が要請されています｡

これを達成するためにクラブにはMy Rotary推進者

を設けるようにお願いしています｡ My Rotary推進

者の支援を受け､インターネットへのアクセスに慣

れて､ My Rotaryを活用して頂くようお願いします｡

2015-2016年度が貴クラブにとりまして素晴らし

い年度となるようにお祈り申し上げます｡

Be agift to the world

浦耶狸旦横田　元直前幹事

8月18日(火)ll:00より､吉田年

度決算理事会を開催します｡また､

同日､例会終了後､決算総会を開催
致しますので宜しくお願い致します｡

米山記念奨学生

谷　雨さん



国際ロータリー第2770地区ガバナー井原貴様　本日は､

ご指導下さいます様よろしくお願いいたします｡

第2770地区第2グループガバナー補佐田中豊様　本日は､

よろしくお願いいたしますo

町田信行会長　皆様こんにちは｡本日は､第2770地区

井原賓ガバナー公式訪問ですo　井原賓ガバナー･田中豊

ガバナー補佐ご指導よろしくお願い致します｡各委員会

委員長様クラブ協議会よろしくお願い致します｡

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡井原賓ガバナ
ーようこそおいで下さいました｡お忙しい中ありがとう

ございます｡

浅見　定会員　国際ロータリー第2770地区ガバナー井

原賓様､第2グループガバナー補佐田中豊様本日の卓話

よろしくお願いします｡

上野拓也幹事　国際ロータリー第2770地区ガバナー井

原賓様､第2グループガバナー補佐田中豊様歓迎致しま

す｡ご指導よろしくお願い致します.

大島雅文会員　井原ガバナー歓迎申し上げます｡猛暑に

めげず頑張って下さい｡

熊野義治会員　本E]は､ガバナー公式訪問です｡よろし

く御指導お願いいたします｡

羽鳥和夫会員　井原賓ガバナー､田中豊ガバナー補佐､

本日はご指導お願い致します｡

栗林幹-会員　国際ロータリー第2770地区ガバナー井

原貴様､第2グループガバナー補佐田中豊様ようこそお
いで下さいました｡本日､御指導の程よろしくお願い致

します｡米山奨学生谷雨さんこんにちは｡

金子　努会員　井原ガバナー､田中豊ガバナー補佐ご指

導お願い致します｡宜しく｡

篠原唯史会員　井原賓ガバナー公式訪問を祝して!!井原

ガバナーのご活躍とご健康をご祈念申し上げますo

大関豊蓄会員　井原ガバナー､ボーイスカウト育成会で

は大変お世話になりました｡今後ともよろしくお願い申

し上げます｡

内田康信会員　井原賓ガバナー､いつもお世話になりま

すo　本日の公式訪問ご指導宜しくお願いしますo

斉藤忠治会員　井原ガバナー､本日はようこそ浦和北東

クラブにおいで下さいました｡ご指導よろしくお願い致

します｡

囲谷昭吾会員　ここ数日の猛暑には参りますね｡皆さん､

体調管理は十分ですか､熱中症による病気がはやってい

ますので､お互いに注意しましょう｡今日は第2770地

区井原賓ガバナーの公式訪問ですね｡ご多忙の処､又､

お暑いところ大変ご苦労様です｡よろしくご指導の程お

願いします｡

lLけFへ0)プレゼントになろう

富樫　孝会員　国際ロータリー第2770地区ガバナー井

原賓様､ガバナー補佐田中豊様､本日はご指導の程宜
しくお願い致します｡

鈴木義男会員　本日は､ガバナー井原賓様ようこそ浦

和北東RCへ｡暑い日が続いて居りますが､皆様くれぐ

れも体に気を付けて下さい｡

石井孝一会員　国際ロータリー第2770地区ガバナー井

原賓様本日は宜しくお願い致します｡

吉田律子会員　皆さんお暑うございます｡本日は､ガ

バナー公式訪問の記念すべき日です｡ガバナー井原賓様､

ガバナー補佐田中豊様ようこそおいで下さいまして有

りがとうございます｡クラブ一同､輝かしく新年度を

出発いたしました｡よろしくご指導のほどお願い申し

上げます｡

山中重則会員　井原ガバナーようこそ!

飯田晃生会員　国際ロータリー第2770地区ガバナー井

原賓様､本日はご指導の程宜しくお願いします｡

宇津野芳志男会員　井原ガバナーの公式訪問楽しみに

しております｡

岡崎　渉会員　暑い日が続きます｡健康管理を充分に

しましょう｡

繰越金142,788円　本日50,000円　計192,788円

出席報告

平成27年7月29日(水)

点鐘18:30
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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

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


