国際ロータリー第２７７０地区

２０１５～２０１６年度

会長 中島 頼光
幹事 遠山 浩人
会長エレクト 瀬尾 拓也
ＲＩ会 長 テ ー マ『世界へのプレゼントになろう』
地区テーマ
『ロータリーは奉仕を通じて、人づくり、自分づくり』
クラブ会長テーマ『全員参加の楽しい奉仕を、インターネットの充実を目指そう』

平成２８年

２月

【点鐘】
【国歌斉唱】 （君が代）
【ロータリーソング斉唱】 （奉仕の理想）
【黙想】
【誕生月、結婚・記念月のお祝い】
誕生月
♦大熊 進会員
♦岡田 信昭会員
♦染谷 宗一会員
♦中村 幸江会員
♦仁多見廣和会員

４日

第２０４１回例会

【ゲストビジター紹介】
国際ロータリー2770 地区
ガバナーエレクト 浅水 尚伸様
青少年交換学生
ローラ様
ベラ様

結婚・記念月
♦中野
♦吉田
♦遠山
♦丸山

忠茂会員
豊治会員
浩人会員
裕司会員
【会長あいさつ】

中島会長

【ロータリーの目的】
【四つのテスト】
【ロータリアンの行動規範】
（職業奉仕）

本日、青少年委員長が欠席のため、先日行われました韓国
３７５０地区インターアクト協議会の報告をさせて頂きます。
先月１月８日に韓国インターアクト訪日団が学生 50 名引率
の先生１７名ロータリアン７名総勢８０名近くの皆さんが来
日されました。
来日以来、小林（光）会員宅にホームシティをお願いし、
最初の晩さん会を正香苑で、おもてなしを致しました。
来日２日目に春日部共栄大学にてインターアクト協議会

がホストクラブ（春日部共栄高校）の皆さんの元気なスター
トで朝から行われました。来賓参加者、井原實ガバナー、春
日部市長、インターアクト協議会会長、等多数の参加の中
井原ガバナーの挨拶で隣国韓国より大勢の方々が来日されて
おります短い期間ではありますが日本の文化を堪能してお帰
り下さい、日本と韓国が仲良く未来のある皆様が親しくお付
き合いの続くことは、本当に喜ばしいことです。本協議会が
３８回目長い歴史を刻んでいることは本当に喜ばしいことで
す。
その後昼食時テーブルゲームで学生たちの楽しい交流が
約２時間行いました。本会議場に戻りホストクラブの春日部
共栄高校の吹奏楽、合唱などが行われました又韓国の学生た
ちの返礼舞踏も面白い企画で楽しい一日が終わりました。
簡単にまとめ上げましたが朝早くから夕方５時まで学生
主体の行事で楽しい１日でした。
【幹事報告】

遠山幹事

＜2/4 理事会承認＞
１ ２・３月のプログラム
２ インターアクト韓国訪日団収支報告
３ 職業奉仕委員会より会員の卓話者
４ 浅水ガバナーエレクト 成田空港送迎バス代
５ グランドゴルフ予算案
＜2/4 幹事報告＞
１ 2 月のロータリーレートは 120 円で変わらず
２ 米山記念奨学生、卒業式のご案内
3 月 13 日（日）1 時～ ラフレさいたま で開催
出席者 庄華 吉田カウンセラー 中島会長
３ ペットボトルキャップ還元額の変更案内
市場価格の下落で採算がとれず１キロあたり 20 円から
10 円に変更
４ 先日お知らせしました、越谷北クラブ 40 周年ポリオ
撲滅チャリティーゴルフの正式のご案内が届いてます。
日時 4 月 9 日（水） 千葉カントリークラブ
登録費 6,000 円 プレー代 19,000 円
〆切 3 月 10 日 大熊会長より 5 組の登録をお願い
されておりますのでよろしくお願いします。
出欠は親睦委員会に付託します。
５ さいたま中央ロータリークラブ創立 50 周年記念
ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会のご案内
3 月 3 日（木）大宮ゴルフコース 登録費 10,000 円

プレー代 後日ご案内
６ 地区より２０１７～１８年度
財団奨学生推薦のお願い 〆切２月１９日
７ 川口モーニングロータリークラブよりアイメイト寄贈
チャリティーゴルフのご案内
４月４日（月）プレステージカントリークラブ
登録費 8,000 円
プレー代 12,788 円
【ロータリー友紹介】
ロータリーの友２０１６－2 月号について
１ 横組より
(1) 表紙裏 2012－13 年度国際ロータリー会長田中作次
氏紹介
(2) P３ ラビンドラン R１会長のメッセージ、ロータ
リーで旅行する時、私たちはいつもと違う視点や目的
を持って出かけます。
(3) P19 第２７７０地区で初「ロータリーフェス
タ 2015」開催
(4) P34、35 よねやまだより モンゴルの留学生
２ 縦組より
(1) スキージャンパー葛西紀明選手の努力された人生に
ついて
【地区からの委嘱書授与】

【インターアクト協議会出席報告】
日本語がかなり上達しま
した。家に帰ると洋服を着
替え、化粧をします。
ローラさんとベラさんは明
日からスキー教室に行きま
す。
【浅水ガバナーエレクトより】
最近はいろいろな
所でご挨拶させて頂い
ておりますが、明日次
年度のテーマについて
諮問委員会という所で
お話をさせて頂きます。
国際協議会に行ってき
ました。そこでソング
リーダーの存在意義を確認して来ました。１６、１７年度の
テーマは「人類に奉仕するロータリー」です。来年は財団設
立１００周年となります。無事に帰って参りました。

【スマイル報告】
誕生月、記念月の皆様おめでとうございます。
・・・・・・・・・・・
加藤、海野、金野、小山
インターアクト協議会報告ありがとうございまし
た・・・・・・・・・本田、池田、飯泉、荒井、瀬尾、石塚
本日はよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・赤松
本日早退します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村
御祝いありがとうございます。
・・・・・・吉田、中野、大熊
お客様ようこそ・・・・・・・・・・・・加藤、濱野、木村
家庭集会お疲れ様でした。
・長澤、久木野、小林、深井、田中
スキー同好会行ってきました。残金の一部をスマイルさせて
いただきます。
・・・・・・・・・・・・・・スキー同好会
スキー楽しかったです。一緒に行かれた皆様おせわになりま
した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田、中島
ベラさんが日曜日からホームステイに来ました。
・・・大谷
大谷さんベラさんをよろしくお願いします・・・・・・中島
例会に連絡なく欠席し申し訳ありません・・・・・・・土井
欠席続きでスミマセン、今年初めて例会場に来ました・水町
久木野さん水町さん小山さんあけおめことよろです・・遠山
今日は立春です。はーるよこいはーやくこい・・・・・神谷
浅水エレクト、お疲れ様でした・・・・・・・・・・・石野
国際協議会サンディエゴから無事帰りました・・・・・浅水
本日スマイル合計 ３３件 ５４,000 円
前回まで
871,000 円
今回累計
925,000 円
【出席報告】
例 会 日
会

数

５４名

出席

31 名

出席免除者

１４名

欠席

２３ 名

出

員

平成２８年２月４日

席

率

6０％

M U 修正率

65％

前々回
５名
MU
会報担当：小 山 栄 一

――――― クラブプロフィール ―――――
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

