THE TODA ROTARY CLUB

浦野一郎委員長
◆職業奉仕委員会
今年度は入会が浅い方を中心に
職業奉仕について考えていきたい
と考えております。事業計画は会
議を中心に進めていき、年度後半
になりましたら具体的な例会や事
業をすすめていきたいと考えております。

◆社会奉仕委員会
星 宏和委員長
社会奉仕委員会は戸田 RC の中
で大事な委員会です。献血事業、
ふるさとまつりの協賛、スポーツ
イベント、図書の寄贈、青少年育
成市民会議、戸田マルシェ協賛、
がん啓発活動を予定しております。社会奉仕活動は
会員の皆様のご協力、ご支援があってのものですの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

◆国際奉仕委員会
福永高士委員長
今年度の主な活動は、台湾板橋
RC との交流と記念式典の参加、4
クラブで行うフィリピンへの共同
事業です。共同事業ですが、川口
北 RC さんから参加したいと申し
出がございましたので、今年度は 5 クラブで共同事
業を行う予定です。
また、以前カンボジアの井戸の支援をしておりま
したが、近年視察に行っておりません。今後の方針
も含め、検証ツアーを予定しております。
中村会員に提案をしていただいた国際学友会の助
成も引き続き行ってまいります。

◆青少年奉仕委員会
金子篤徳委員長
青少年の健全育成は非常に大事
なことであり、次世代を担う地域
社会、国際社会のリーダーとなる
青少年を育成するための助成を行
います。よろしくお願いいたします。

ります。今年度ガバナー補佐を出しており
ます。重ねてよろしくお願いします。
小泉 亘様（蕨 RC）本年度幹事を務めさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。
遊馬幸義様（蕨 RC）戸田 RC の皆様今年もよろしくお
願いします。
小田嶋鈴代様（蕨 RC）本日はよろしくお願いいたします。
平出 勝様（戸田西 RC）一年間よろしくお願いいたし
ます。本日は色々勉強させて下さい。
西袋政己様（戸田西 RC）今年一年よろしくお願いいた
します。
寺岡 修様（戸田イブニング RC）皆様お疲れ様です。
磯島会長のもと一年間ご活躍されることを
お祈りいたします。
小山大輔様（とだわらび青年会議所）社団法人とだわら
び青年会議所 20 代理事長の小山です。ど
うぞよろしくお願いいたします。
磯島栄一
本日は多くのお客様にご来場いただきあり
がとうございます。五大奉仕の委員長の皆
様計画発表よろしくお願いします。
名嘉山博喜
お客様ようこそおいで下さいました。松尾ガ
バナー補佐一年間よろしくお願いします。
日坂敦夫
本当にありがたいことですが、本日はお客
様が大勢お越しになっておられます。会場
が手狭で申し訳ありませんが、よろしくお
願いいたします。
松尾ガバナー補佐、お越しいただきまして
ありがとうございます。
タン・タクシン君、勉強頑張って下さい。

お客様ようこそいらっしゃいました。
各委員長様、年度計画発表をお願いいたします。
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7 月 23 日（月）点鐘 12：30
年間事業について 各委員会委員長

7 月 30 日（月）点鐘 12：30
会員卓話
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●蕨 RC
●川口西 RC
●戸田西 RC
●川口北 RC
●川口北東 RC
●川口中央 RC
●川口むさし野 RC
●戸田イブニング RC

例 会 日：毎週月曜日

前回迄累計

ニコニコボックス
松尾康司様（蕨 RC）今年度第 12 G ガバナー補佐の松
尾です。一年間よろしくお願いします。
服部英昭様（蕨 RC）本日はよろしくお願いします。
また、一年間よろしくお願いします。
長崎 登様（蕨 RC）戸田クラブさんお世話になってお
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第 2591 回例会報告
例 会 日：2018 年 7 月 9 日（月）
会
場：戸田市文化会館
開会点鐘
磯島栄一会長
ロータリーソング
我等の生業
行
事
お客様紹介
会長挨拶
磯島栄一会長
幹事報告
名嘉山博喜幹事
委員会報告
各委員会
お客様挨拶
行
事
クラブフォーラム
年間事業について 五大奉仕委員長
閉会点鐘
磯島栄一会長
──────────────────────
お 客 様
東京日本語教育センター
高橋正直様
群馬大学理工学部
タン・タクシン様

大なご賛同とご協力、ご支援をいただきましたこと、
重ねてこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。
一般社団法人とだわらび青年会議所
		
理事長
		
専務理事
		
20 周年委員長
		
20 周年副委員長
		
20 周年委員
第 12 G ガバナー補佐
第 12 G ガバナー補佐幹事
蕨 RC		
会長
		
幹事
		
		
戸田西 RC		
会長
		
幹事
戸田イブニング RC
会長

小山大輔様
柴田就仁様
高橋俊一郎様
菅原啓太様
小塚誠司様
松尾康司様
服部英昭様
長崎 登様
小泉 亘様
遊馬幸義様
小田嶋鈴代様
平出 勝様
西袋政己様
寺岡 修様

◆ご挨拶
蕨 RC 会長 長崎 登様
今年度は当クラブからガバナー

本日は 20 周年実行委員長と一緒にお伺いさせてい

補佐を輩出しておりますので、12

ただきました。実行委員長から PR をさせていただき

グループがうまく盛り上がります

たいと思います。よろしくお願いいたします。

ように皆様どうか 1 年間よろしく
お願いいたします。
また、4 月より例会場が変更になっております。新

◆ご挨拶 一般社団法人とだわらび青年会議所 高橋俊一郎様
本年度、当会議所が 20 周年を

しい例会場は「蕨市民会館 301 号室」です。お待ち

迎えるに当たりまして、先程お配

しております。どうぞよろしくお願いいたします。

りさせていただきましたチラシに
もございますが、7 月 29 日（日）
にこちら戸田市文化会館のホール

◆ご挨拶
蕨 RC 幹事 小泉 亘様
本年度幹事を務めさせていただきます。皆様のご

にて 20 周年記念事業を開催させていただきます。

協力をいただいて 1 年間乗り越えたいと思います。

落語の中に戸田、蕨の話も交えながら当日お話を

よろしくお願いいたします。

していただく予定でございまして、小さいお子様か

会長挨拶
会長 磯島栄一
皆様こんにちは。本日はたく

会長に出席をしていただきました。

らお年寄りまでどんな方でも楽しめるような事業に

午後には管理運営部門セミナーがあり、西袋副

させていただきます。入場も無料となっております。

◆ご挨拶
戸田西 RC 会長 平出 勝様
今年度は例会場である巣鴨信用

会長に出席していただきました。

皆様のご来場をお待ちしておりますので、お誘い合

金庫さんの建物の老朽化により 10

わせの上、ご来場いただければと思います。何卒よ

月より例会場が変更になります。

ろしくお願いいたします。

例会場が決定いたしましたらまた

２． 本日例会終了後、会長幹事で戸田中央総合病院

さんのお客様にお越しいただき

の中村会員へ今年度のご挨拶に伺う予定です。

ましてありがとうございます。

ご報告させていただきます。

西日本では大雨が続き、たく

行

さんの方がお亡くなりになりま
した。行方不明の方も大勢い
らっしゃいます。ご冥福をお祈りしたいと思います。
また、サリン事件を起こしたオウム真理教の麻原

事

ございます。1 年間よろしくお願いい

◆ご挨拶
戸田西 RC 幹事 西袋政己様
本年度幹事を務めさせていただきます西袋です。

をいただきありがとうございます。

たします。また、植野直前ガバナー

よろしくお願いいたします。

今回奨学金をいただきましたタ

スに関して海外から様々な批判がありましたが、私

ン・タクシン君から皆様にご挨拶

はこの死刑制度については、死刑でなければ遺族の

をさせていただきます。

る光景を目にします。私も時々スマホで小説を読ん

補佐、1 年間大変お疲れ様でした。
この度第 12 G で交換留学生を受け持つことになり
ました。皆様方には多大なるご理解、ご協力を願い

◆ご挨拶
戸田イブニング RC 会長 寺岡 修様
今年度、当クラブは 14 名でス

まして、誠にありがとうございます。この場をお借

タートとなります。人数が少ない

◆ご挨拶
群馬大学理工学部 タン・タクシン様
中国から参りました、タン・タ

りしまして、御礼を申し上げます。

ですが、少ないなりに利点もある

クシンと申します。

ンスピレーションになろう」です。大きなことにチャ

処罰感情が拭えない、あるいは犯罪抑止に繋がらな
最近電車に乗りますと若い人達がスマホを見てい

仰せつかりました、蕨 RC の松尾で

1 年間よろしくお願いいたします。

◆ご挨拶
東京日本語教育センター 高橋正直様
今年度も戸田 RC 様よりご支援

死刑囚他 7 名の死刑が執行されました。死刑のニュー

いという考え方には賛成しております。

◆ご挨拶
第 12 G ガバナー補佐 松尾康司様
今年度第 12 G のガバナー補佐を

本年度バリー・ラシン会長が提唱したテーマは「イ

と思います。
ロータリアンに恥じない行動を

だりしますが、若い方達はかなりのネット依存だと

この度は戸田 RC の皆様から貴

レンジし、勇気を持ってクラブに奉仕して欲しいと

し、頑張っていきたいと思いますのでご支援のほど

思います。そのために人と人が顔を合わせる機会が

重な奨学金をいただき勉強に集中

いうことでございます。地区運営方針といたしまし

よろしくお願いいたします。

少なくなり、コミュニケーションが下手な子供達が

できるようになり、有意義な大学

ては、
「全てはクラブ活性化のために 実り豊かな奉

増えていると思っております。ですが、ロータリー

生活を送ることができます。心から感謝申し上げま

仕活動を」と中川ガバナーが掲げております。

ではこうして毎週仲間達と顔を合わせて、意見交換

す。これからも大学や社会で多くの知識と教養を身

や仕事の話など色々な話をする機会があり非常に良

につけ、立派な社会人になりたいと思います。

クラブと地区との繋ぎ役として 1 年間一生懸命務
めますので皆様ご協力をよろしくお願いいたします。

いことだと痛感しております。以上、本日の会長挨
拶とさせていただきます。ありがとうございました。

クラブフォーラム
西袋彰一郎委員長
◆奉仕プロジェクト委員会
奉仕プロジェクト委員長の西袋
です。組織上、副会長が奉仕プロ

◆ご挨拶 一般社団法人とだわらび青年会議所 小山大輔様
本年度は皆様のお陰様を持ちま

ジェクト委員長に就くことになっ

して、とだわらび青年会議所も創

ております。各奉仕委員長の声に

立 20 周年の節目を迎えるにあた

耳を傾けてまして、補佐、調整を

幹事 名嘉山博喜

りました。また、昨年は青少年事

させていただきたいと思っております。本年度よろ

１． 7 日（土）にクラブ研修リーダーがあり、磯島

業や戸田のふるさとまつりにも多

幹事報告

近隣クラブ会長、幹事の皆様

しくお願いいたします。

