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「 手 を 貸 そ う 」

「 勇気を持って 行動し よ う 」 」

副会長 関口 泰一郎 幹事 酒庭 和一 副幹事 中田 秀昭

2003～2004 ○3 第２０７3 回 15.7.15 例会場 於：足利銀行 葛生支店 PM12：30～

会長挨拶 ７月も半ばになりましたが、相変わらずはっきりしない天気が続いており、予報

ではまだしばらくは梅雨空が続くとのことでございますので、どうか体調など崩さ

ないようにお勤めいただきたいと思います。

さて、先週の若葉での歓送迎会では、ＳＡＡの皆さん及び親睦委員会の皆さ

んのご配慮で楽しいひと時でありました。そんな中、恒例となりましたカラオケで

は江田会員の「憧れのハワイ航路」など、何時も変わらぬ美声を聞かせていただ

き大変盛り上がりました。歓送迎会終了後、私は調子に乗りまして何人かの方と

佐野方面にまで足を伸ばし、夜のネオン街に吸い込まれていきました。（その後

のことは、よく覚えておりません。）

そんな危なっかしい船出ではございますが、改めて皆様には一年間ご指導、

ご協力をいただきながら進めて参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいた

します。

会員表彰

誕生祝 島野 公良君

会長報告 １）2003～2004 年度の現況報告書が、酒庭幹事が大変苦労されまして、先日

（７月７日）出来上がりましたのでメールＢＯＸに入れておきました。

２）米山功労者表彰制度が一部改正されます。

（メールＢＯＸに入れておきました。）

幹事報告 １）例会時間変更のお知らせ

岩舟ＲＣ ７/28 Pm5：00 やすらぎの里 八州苑

8/5 Pm7：00 ベルジューネ小山

２）ガバナー月信投稿のお願いが、ガバナー

会報委員長 八下田幸三 副委員長 椿 俊一 委員 須藤功一



ガバナー補佐挨拶 田沼ＲＣ 横塚 欣一様
今日は、葛生クラブにとりまして新年度初回の第一例会ということで、貴重な例会にお邪
魔してしまいまして本当に申し訳なく、お詫びすると同時に感謝したいと思います。
このたび、ガバナー補佐という大役を仰せ付かりました。元よりガバナー補佐という器でも

ありませんし、それだけの知識も経験も積み上げてはございません。本当に不安と戸惑い
でいっぱいでございますが、皆様のご指導ご協力を得まして貴務を成功していきたいと思
っておりますので、宜しくご協力の程お願い申し上げます。
今年度、ＲＩ会長テーマ「手を貸そう」単純でわかりやすく温かみのあるテーマだと思いま

す。世界の諸問題に奉仕の手を差し伸べることは勿論、身近な社会、会社、ロータリークラ
ブ、そしてロータリアンにも手を貸し合って活力ある、明るく楽しいロータリークラブ活動がで
きるよう努力していきたいと考えております。
最後ですが、田沼にきております交換留学生トニ君が昨日、吉澤記念美術館の見学を

させていただきまして、その後吉澤石灰さんの工場も見学させていただきました。夕方ウェ
ルカムパーティ会場でお会いしたのですが、本当に感激して素晴らしいといっておられまし
た。吉澤社長には大変な歓待を受けたとおっしゃっておりまして、高い席ではございますが
御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

会長報告
1） 先月（６月１７日）小林年度と合同の理事・役員会が行われました。後ほど幹事より
報告があります。

2） 飯田茂雄会員がこのたび７月１日付けで県北の方に転勤することが決まりました。
大変残念ですが、後程本人よりご挨拶があります。

3） メークの件でご案内でございます。インターアクトクラブ（葛生高等学校内）の例会
に出席してもメークアップとして有効です。（なお、例会は月２回ほど開かれておりま
す。）

幹事報告
1） 理事・役員会報告

立川裕康葛生町長を名誉会員とする件 承認
２）クラブ奉仕研究会及び雑誌委員長会議
７月１３日（日）ウェルサンビア栃木（旧栃木厚生年金休暇センター）
広報委員長、ロータリー情報委員長、会員増強委員長
ＣＩＣＯ担当委員長、雑誌委員長 義務出席でお願い致します。

３）新旧役員歓送迎会（夜間例会）
７月８日（火） 若葉 PM６時より

４）ロータリー会費半期分 １２０，０００円 １５日までに引き落としさせていただきたいと
思いますので、宜しくお願い致します。

５）例会場変更のご案内
佐野ロータリークラブ
７月７日通常例会、７月１４日夜間例会 18：30 サンルート
７月２１日休会、７月２８日通常例会

直前会長報告
小林祥郎君 次の通り挨拶状が届いております。

１） 亀和田ガバナー離任の挨拶
２） ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
３） 板橋秀二ガバナー補佐の御礼の挨拶

直前幹事報告
関口泰一郎君 １）６/３０浜田会員より退会届がきました。
２） ６/２広瀬常夫君（佐野厚生病院に入院中 ）をお見舞いに行ってきました。
３） 奨学金援助のお知らせ

飯田茂雄君
転勤挨拶 ロータリ ークラブに入会しまして１ 年９ ヶ月、最近よう やく難しい言葉にも慣れてきて、こ

れからいよいよロータリ ー精神を活かそう と思ったところで転勤となり 退会という ことにな
ってしまいました。最終の例会となり ます。
思い出はなんと言っても親睦で観劇をしたり 、クルーズに乗ったり 、新年会、この間の屋形
船などそんなことが頭の中に残っており ます。大変お世話になり ました。
会長の方から先ほどお話があり ましたが、６ 月２ ６ 日の異動発令で鬼怒川プラザホテルへ出



向することになり ました。どう いう ことをやるのか、まだ定かでない部分もあり ますが、一応
経営企画室という ところがあり ましてそこに入るという ことです。ホテル業ですからあらゆる
こと全般、接客は当然のこと掃除からなにから全てを行う ことになり そう です。
私、葛生高校の卒業式に出席させていただいたとき、プログラムに確か「 随所に石となれ」
という言葉があり ましたが、その言葉に生徒以上に大変感銘を受けました。プラザホテルに異
動してからもその精神でなく てはならない人物になれるよう にがんばっていきたいと思いま
す。皆様におかれましても、く れぐれも鬼怒川プラザホテルですのでお間違えないよう に私の
ところへ来ていただきたいと思います。
それでは会員の皆様、ご家族の皆様のご健康、ご多幸をお祈り いたしましてお別れの挨拶と
させていただきます。短い間でしたが本当にあり がと う ございました。

出席状況報告
野部委員長 ＊本日の出席 会員数４ ８ 名 出席義務者数４ ２名 出席者数３ ３ 名

事前ﾒー ｸｱｯﾌ゚ ０ 名 出席率 ７ ８ ． ６ ％
欠席者 佐藤会員、須藤会員、千葉会員、寺内会員、馬場会員

広瀬会員、八下田(典)会員、横塚会員、吉澤(浅)会員
＊ 前回(６ 月１ ７日)の出席

ﾒー ｸｱｯﾌ゚ １名 修正出席率 ８ ３ ． ３ ％
ニコニコＢＯＸ報告
小林委員長 酒庭 和一君 一年間お世話になり ます。

関口泰一郎君 一年間大変お世話になり ました。
奥山 國之君 福島会長、酒庭幹事のリ ーダシップを期待すると共に、 インターアクト クラ

ブのバックアップを引き続いてお願いします。
横塚 欣一君 一年間よろしく お願い致します。
福島 秀治君 一年間、会員の皆様には大変お世話になり ます。
小林 祥郎君 一年間大変お世話様になり ましてあり がと う ございました。
川田 直治君 皆出席(19年)をいただきました。
飯田 力君 妻の誕生祝をいただいて。
宮田 仁郎君 妻の誕生祝をいただいて。
谷 和文君 観劇が無事終わり ました。皆様のご協力あり がと う ございました。
関口 文雄君 観劇ご協力あり がと う ございました。
酒庭 和一君 皆出席をいただいて。
八下田幸三君 親睦家族観劇会にご協力あり がと う ございました。
野部 栄一君 息子が結婚いたしました。今後とも宜しく お願い申し上げます。
永井 成雄君 葛生高等学校Ｉ ＡＣ認証状伝達が盛会の内に終了しました。遅ればせながら、

会員皆々様に御礼申し上げます。
飯田 茂雄君 鬼怒川プラザホテルへ出向することになり ました。是非遊びに来てく ださい。

お世話になり ました。 あり がと う ございました。
斎藤 武君 幸運にもイチローの 2打席連続ホームランの試合を、孫たちと一緒に観戦す

ることができました。
川田 忠司君 佐野ソロピチミ スト チャリ ティ ゴルフで最年長賞もらいました。
太田 哲夫君 新年度、福島年度のスタートおめでと う ございます。

高実子 正君 前小林会長、関口幹事さん一年間誠にご苦労様でした。 そして、
新福島会長、酒庭幹事さん一年間よろしく お願い致します。

吉澤慎太郎君 福島会長、酒庭幹事一年間よろしく お願い致します。
影澤 龍平君 小林会長、関口幹事さん一年間大変にご苦労様でした。感謝と敬意を表しま

す。 また、本年福島会長、酒庭幹事さんのご活躍とご健康をお祈り します。
駒形 忠晴君 小林会長、関口幹事、各委員の皆様一年間お世話になり ました。 あり がと う

ございました。一年間ＳＡＡ委員長に任命されました。
宜しく お願い致します。


