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クラブ・テーマ「これまでに感謝 これからを創造」Ｓｈａｒｅ ｖｉｓｉｏｎ

― Ｔhe 55th anniversary ―
長 小林利郎

例会場 : 割烹「ふな又」

例会日：木曜日

点鐘 12:30～13:30

事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681
幹 事 出山知宏
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小林利郎年度
第３１回 通算２６４５例会
平成３０年３月１日

当たり前
会長挨拶
第 55 代会長 小林利郎

「ボランティア」とか「奉仕」という言葉って
後からついてくるものだと思うよ
皆様こんにちは。台湾から桃園経国
RC の皆

だから主張するものでもないよね …toshi・
様ようこそお越し下さいました。心より歓迎

申し上げます。昨日も日本に到着早々お疲れ
本日お客様
“実るほど頭を垂れる稲穂かな”
のところ、食事会のお付き合いを頂きまして

有難うございました。

先日もお話しさせて戴きましたが、来たる
4
月 21 日は経国クラブ主催のイベントがある都合によって、

当クラブ 55 周年記念式典に会長・幹事共に来臨頂けない

との理由により今回ご来訪下さいました。
この例会終了後
には、東京に宿泊観光に出かけるそうですが、どうか楽し

い旅行となりますことを御祈念申し上げます。また、桃園
 この度は多額のお心づけを頂きました事、
経国 RC 様より、
会員皆様にご報告致します。

昨週の例会、本日と、遠藤隆雄パスト会長、中村正パ

スト会長から社会奉仕事業費に多額のご寄付を頂きまし
た。有難うございます。
お話変わりまして、当クラブ 55 周年記念式典に田中作
次 元 RI 会長よりご臨席の連絡を頂きましたので先日、中
村副実行委員長とご自宅の方にお邪魔して参りました。当
日は菊地廣実行委員長も予定していたのですが生憎イン
フルエンザにかかってしまい用心をとって同行出来ませ
んでしたが、田中作次元 RI 会長は、しっかりと菊地実行
委員長のことはご存知で、私達にもとても気さくに対応を
して下さり、ご自宅の前に建てられた田中作次資料館を案
内して頂きながら在任中に奥様と共に訪問した世界７４
ヵ国での体験談や和やかな想い出談話で、その話の中に自
身の功績や主張は一切無く、その人柄に大変感銘を受けま
した。是非、折をみて皆様と共にお邪魔したいと思います。
本日の例会は青少年奉仕 小田委員長の卓話です。本年
度、
夏には岩槻高校 IAC の生徒とのポリオ撲滅募金集めと、
蓮田 RC 様との共催で少年サッカー大会の開催と例年とは
違った発想での取組でした。小田委員長、本日はよろしく
お願い致します。

姉妹締結クラブ
ＲＩ第 3500 地区

蕭淑貞（Charlotte）会長
張新潭(会長令嬢)Bella さん
莊盛禧（Mattress）会員
会長
張素卿 Tina 会員
蕭淑貞様
張新潭 Terry 会員
Charlotte
蕭采綺 Joyce 会員
胡光偉 Account 会員 ようこそ！
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「ボランティア」
「奉仕」
自分がやりたいことをしているだけ
自分らしくやりたいことをやろうとしたり
満足や欲しいものを得ようとすれば
多少の時間やお金はかかるよね
あるいは何かを犠牲しているときもね

◆次回の例会◆ 平成３０年３月８日（木）

台湾

桃園経国ロータリークラブ
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直前会長
張新潭様
Terry

幹事 出山知宏

ＲＩ第 2770 地区第 3 第 4 グループ合同ポ
リオ撲滅チャリティゴルフコンペ開催の
ご案内です。
日時 2018 年 4 月 6 日(金)
場所 東武藤ヶ丘カントリー倶楽部
登録料 ロータリアン 10,000 円
一般参加者 6,000 円
（チャリティ・賞品代・パーティ代 他）
プレー費 14,500 円
（食事・1 ドリンク・キャディフィー・カート）
チャリティ贈呈先はロータリー日本財団、お申し込みは
3 月 12 日までにお願いします。
第 43 回岩槻チャリティゴルフ大会のご案内です。
日程 2018 年 5 月 23 日（水）
場穂 紫あやめ 36
参加費 5,000 円（賞品、パーティ代）
プレー費 12,500 円（セルフプレー、乗用カート、食
事、1 ドリンク、消費税含む）
お申し込みは 4 月 20 日までにお願いします。
3 月のロータリーレートは 1 ドル 108 円です。
（ご参考 2 月：110 円）
ＲＩ日本事務局より財団室ＮＥＷＳ３月号。
岩槻東、大宮北東ＲＣより 3 月の例会案内。

国際奉仕部門委員長大木保司様卓話

点鐘 12：30 会場 ふな又

誕生祝い

3月

桃園経国歓迎会
去る 2 月 28 日 18 時より、大宮パレスホテル３階の「桔
梗」において、桃園経国ＲＣ来日団の皆様７人と会員有
志による歓迎会を開催しました。杯とマイクを交し合い
国際交流を深めて参りました。

5 日 塩田淳司 会員
7 日 菊地 廣 会員

委員会報告
親睦委員会 委員長 中村

正

ご案内しておりますとおり、本日、例会終了
後 14 時 00 分より、親睦委員会の炉辺を行います。
議題は花見例会ですので、宜しくお願いします。
出席要請者は、小林会長 出山幹事 原田管理運
営部門委員長 鈴木会場・出席委員長 親睦委員
長 三浦親睦副委員長 親睦委員会 塩田委員 志水委員
根岸委員、津多委員の皆様です。

卓話
青少年奉仕委員会委員 小田光司
・日韓青少年交換事業について、本年度は近隣国
の情勢が不安定であるという事で、岩槻高校側
から参加を見送るという報告が来ておりました。
・岩槻まつりでは、東武線岩槻駅付近においてポ
リオ撲滅街頭募金活動を行いました。
（例年バザーを行っ
てきていたが、供出品の減少などによりバザー開催が難し
くなっているのが現状。
）
・3 年生の活動引退時期が早まり生徒の参加人数も減少。
2017 年街頭ポリオ募金活動

2016 年バザー開催

スマイルＢＯＸより
メンバー（50 音順）
小田光司
菊地 廣
鈴木 隆
鈴木真樹
田畑寛樹
津多一幸
原田晃博
増岡昌行

小林利郎
関根信行
出山知宏
三浦宣之

塩田淳司
田中芳明
中村 正

🌼中村正会員より多額のスマイルを頂戴致しました🌼
🌼たくさんのご芳志ありがとうございました🌼

スマイル報告

本日のスマイル合計
年間累計額

122,000 円
1,003,000 円

出席報告
会員数
24

発 行

会報・広報委員会

委員長 田畑寛樹

出席数
15

副委員長 増岡昌行

免除者

ＭＵ
1

出席率
66.67％

委員 三浦宣之 高橋真理以

