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会

長

挨
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芝口久雄 様

拶

今日が「 駒形年度 」として最後の例会となりました。まず
はじめに、 葛生ロータリー会員の全員の皆様には、一年間大変
お世話になり、ありがとうございました。
昨年七月に新年度が始まったときには、無我夢中、正直自分
が何をやっているのか？わからずに時間だけが進んで過ぎてい
った気がいたします。例会初日に明代会員、保科会員の新入会
員の入会式を行い、重要課題の一つである会員増強 1 名をクリ
アし、心の何処かでホットしながらも、何故か昼食の食事が喉
が乾いていて食べ物が喉を通らず、会長になったプレッシャーを例会初日に感じたものでした。クラ
ブ運営をどのようにやっていこうか？会長になった人間なら、みなさん悩むことだと思います。栃木
秀麿ガバナー、ジョン・F・ジャーム世界ロータリー会長のテーマを鑑み、改めて自分のテーマ「奉仕
の精神の徹底と地域（社会）との融和」を見ながらどのように行動したら良いか？改めて、思い悩ん
だ時だったと思います。
夏の暑さと共に会が進み、葛生 RC 主催の婦人バレーボール大会開催、ブラジルのリオデジャネイ
ロ

オリンピックと共に、一時的でしたが、ロータリの事が頭から離れられ、一息、間髪入れずに、

青藍泰斗高等学校インターアクトクラブとの合同例会を開催し、家富先生・岡本先生、生徒 15 名の参
加があり、無事に合同例会を開催できました。
例会プログラム充実を図る中で、片柳クラブ委員長をはじめ 谷 プログラム委員長、永井家族委員
長、そして前会長でもあり出席・ニコニコ委員長の小曽戸会員を含むクラブ奉仕委員会の皆さんには、
クラブ行事について盛り上げていただきました。出席率の向上、葛生交番長、佐野教育長、佐野市長
など数多くの皆さんの卓話なども開催いたしました。新たに入会した三人の会員も含め会員の卓話も
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ありました。
ゴルフコンペも 3 回実施し、田沼クラブとの合同コンペも開催できました。ロータリー財団設立 100
周年を祝うということで OB,池ぽちゃ、景品の入札などでロータリー財団への寄付も集められました。
懇親会にはご婦人方の参加もあり、景品の競売
と共に財団設立 100 周年を祝うことができたの
は幸いでした。
新入会員三人の増強を図り、福島会員増強委
員長、酒庭副委員長には新入会員への勧誘働き
かけには感謝いたします。また、新人研修で講
師を務めていただいた坪内会員組織委員長には
膨大な資料と素晴らしい講習ありがとうござい
ました。
「秋の自然に親しむ会」 飛駒和紙会館における
和紙すきには、土屋青少年奉仕委員長にご足労
おかけしました。参加いただいた会員にも感謝いたします。子供達の人なつっこさが、とても印象に
残りました。
10 月の栃木秀麿ガバナー訪問は、緊張し続け、質問はさ
れたことについて考えられること精一杯で答えたのを覚え
ています。クラブ現況報告書の「表紙のデザインがいい！」
と褒められたことは、緊張の中にもちょっぴり嬉くホッとし
たところでした。
ロータリー財団支援委員会奥澤委員長はじめ、新田米山記
念奨学会委員長、篠崎財団委員長、委員会の皆さんの協力・
努力により、ロータリー財団年次寄付一人 150 ドルの達成、
ベネファクター1 名以上の達成も出来、米山奨学会も会員一人 18,000 円以上の達成も出来ました。
奉仕プロジェクト委員会では、長島委員長をはじめ、各委員会に協力をいただきました。須藤職業
奉仕委員長には、埼玉県石坂産業視察を行っていただきました。カンブリア宮殿などいろいろなマス
コミで放映された企業でもあり、ハーレーにも乗られる石坂典子社長のパワーと行動力には圧倒され
ました。RYLA では、土屋委員長の所属する瑞宝会より渡邉さんを参加していただき、委員長も含め RYLA
セミナーへ参加していただきました。ペットボトルのエコキャップも会員から 13 万個、ポリオワク
チン 151 人分を集めました。青藍泰斗インターアクトクラブでもロータリー回収分を含め、年間 52
万個

604 人分のポリオワクチン分のエコキャップを集めました。

情報委員会 小林委員長、広報・IT・会報飯島委員長、関口雑誌ロータリー委員長にもお世話になり
ました。広報誌「ロータリー便り」発行もできました。
国際奉仕委員会 酒庭委員長には会長と一緒にアトランタの国際大会へ参加していただき、ハードな
旅行日程の中、ありがとうございました。
事務局の連絡・対応として関塚さんにもお世話になりました。会長原稿など、わがままなことをお
願いしても一つ返事で対応していただきました。
最後に、昨年から今月までの 1 年間無事に終了することができるのも、幹事の中野君には言葉に出
し切れないほどの世話になりました。ありがとうございました。
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誕生祝

土屋 登会員

結婚祝

駒形忠晴会員

幹

事

報

告

1.

気仙沼南ロータリークラブより地元誌の冊子が届きましたので、回覧致します。

2.

小山北ロータリークラブより、地元の下野薬師寺の歴史的評価の啓蒙を目的に
「下野古麻呂の DVD」を制作したとの事で DVD が届きましたので回覧致します。
希望の方がいましたら DVD を鑑賞して頂けたらと思います。よろしくお願いします。

3.

田沼ロータリークラブより会報が届きましたので回覧致します。

4.

ロータリアン英語版が届きましたので回覧致します。

お 客 様 挨 拶
・次年度ガバナー補佐 三井福次郎

様

・地区委員

第 2 回 ク ラ ブ 協 議 会

会長挨拶及び 2017～18 年度活動方針
・クラブ奉仕委員会

齋藤孝之委員長

・情報委員会

中田英昭委員長

・会員組織委員会

新田 実委員長

・奉仕プロジェクト委員会

谷

和文委員長

・ロータリー財団支援委員会 本島佳明委員長
総評・謝辞

片柳克敏会員

閉会の辞

吉澤浅一会員
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芝口久雄 様

各 委 員 会 報 告
【広報・IT 推進・会報委員会】

飯島一成委員長

・「ロータリークラブ便り」が出来上がり、6/30 朝刊に入ります。

各 委 員 会 報 告
1.

次年度年間行事計画並びに年間特別休会の件

2.

年間行事予定表の件

3.

平成 29 年 7 月度プログラム承認の件

4.

婦人バレーボール協賛の件

別紙プログラムの通り承認された。

・春季大会・秋季大会の 2 大会の協賛の件（春季・秋季大会各２万円）
例年通りの金額で承認された。（今後金額を増やしていくことを検討）
5.

大城敏之ガバナー公式訪問について
・7 月 11 日（火）第二例会に訪問

6.

別紙の通り打ち合わせた。

その他
1)

第 29 回くずう原人まつり協賛の件
・例年通り、協賛することが承認された。7 月 25 日の例会に渡す予定とする。

2)

第 6 回インターアクト研究会並びに第 4 回全国インターアクト委員長会議参加の件
・登録料はインターアクトクラブから拠出する。

3)

秋の自然に親しむ会参加の件

4)

全国山城サミットの件

5)

八下田幸三君退会の件

今後計画を詰めていくこととする。

ＰＲ看板を作成予定。（岩舟クラブを除く４クラブで）
承認された。

出席状況報告

小曽戸委員長

本日の出席
本日の欠席者

会員数

義務出席者数

欠席数

事前メーク

出席率

38 名

24 名

2名

2名

94.7％

伊藤

土屋

会員

前回の出席

前例会日

欠席数

事前メーク

修正出席率

(修正)

6/9

0名

0名

100％(例会場変更の為)

欠席の連絡

・アシスタント

関塚

TEL ６１－００７５（サムディー）

・例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５－４４５１
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ニコニコＢＯＸ報告

小 曽 戸 委 員 長

会員の皆さん、一年間いろいろお世話になりました。ありがとうございました。
駒形忠晴君

三井福次郎次年度ガバナー補佐、芝口久雄地区委員・会員組織委員ようこそおいでく
ださいました。結婚祝いをいただいて･･･。
氷川きよし家族観劇会に出席いただきありがとうございました。
三井様、芝口様、卓話ありがとうございます。

片柳克敏君

本日は、最終例会です。駒形会長、中野幹事 1 年間御苦労様でした。会員増強・出席
率 up・ニコニコボックスと実績充分の年度です。
佐野 RC 三井様、佐野東 RC 芝口様ようこそ葛生 RC へ。
本日は、ご指導の程宜しくお願いします。
20 日の家族観劇会、妻が大変喜んでいました。永井委員長はじめ委員会の皆様あり

中野勇夫君

がとうございました。
本日の例会をもって幹事の席を離れることになります。皆様のご協力を頂き一年間頑
張る事が出来ました。本当に有難うございました。これからもご指導よろしくお願い
します。

篠崎三智雄君
奥山國之君

佐野 RC 三井次年度ガバナー補佐、佐野東 RC 芝口様 ようこそ。
駒形会長、中野幹事おつかれさまでした。長い大変な 1 年がはじまりました。
駒形会長、中野幹事、1 年間ご苦労様でした。お二人にこの経験は、近い将来にすば
らしい果実が与えられると信じます。
親愛なる三井ガバナー補佐エレクト、ようこそお出で下さいました。
来年度 1 年間、ご指導よろしくお願いいたします。

横塚信也君

駒形会長、中野幹事、一年間お世話になりありがとうございました。
どうしたことか、このところ、30 台でプレー中です。加えて、飛距離もかなり伸び
ている。どなたかのコメントで「死んだはずの田澤さんが生き返ってしまった」との
声を耳にしていますが、もう直、73 才になる私が、進化し続けていることは楽しい

田澤秀文君

し、又、驚きです。そこで一言、憎いコメントを言っちゃいます。「まだまだ、私の
プレーで修正すべき点が多々があることがわかった･･･」
。以上、報告終わります。
駒形会長、中野幹事、一年間お疲れ様でした。お世話になりました。
最後に、三井第 9G、AG の来訪を歓迎して。

吉澤慎太郎君
福島秀治君

三井次期ガバナー補佐をお迎えして！よろしく御指導の程お願い申し上げます。
駒形会長、中野幹事、一年間お世話になりありがとうございました。
駒形会長、中野幹事、一年間大変おつかれさまでした。
片柳さん、篠崎さん、いよいよですネ。会長挨拶など楽しみにしています。
三井さん、芝口さん いつもお世話さまです。ようこそ葛生ロータリークラブへ。

吉澤浅一君
小林祥郎君
酒庭和一君

三井次期ガバナー補佐をお迎えして。御指導宜しくお願い申し上げます。
駒形会長、中野幹事、1 年間お疲れ様でした。
三井次期ガバナー補佐、ようこそ葛生クラブへ。
駒形会長、中野幹事、1 年間お疲れ様でした。
又、無事にアメリカ・アトランタ国際大会に参加して帰ってきました。
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岩崎昇一郎君

駒形会長、中野幹事、1 年間ご苦労様でした。本日は、三井次期 G 補佐、芝口地区委
員をお迎えして。よろしくご指導お願いします。
三井次期ガバナー補佐、芝口さん、ようこそおいで下さいました。

谷 和文君

御指導よろしくお願いいたします。
駒形会長、中野幹事、一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。

関口文雄君
須藤功一君

駒形会長、中野幹事、1 年間ご苦労様でした。
協力できなかった事におわび申し上げます。
三井次期ガバナー補佐、芝口さんをお迎えして。ようこそ。
駒形会長、中野幹事、1 年間ご苦労様でした。家族観劇会、大変お世話になりました。
三井次期ガバナー補佐、ようこそ葛生クラブへ。本日は、御指導宜しくお願い致しま

齋藤孝之君

す。本日をもって SAA の仕事完了致します。皆様の御協力に感謝申し上げます。特に
委員の皆様、大変御苦労様でした。

本島佳明君

駒形会長、中野幹事、1 年間ご苦労様でした。
仕上げまであと少しです。がんばって下さい。
6/20 家族観劇会には、現地集合にもかかわらず、ご参加頂きありがとうございまし

永井治寿君

た。齊藤副委員長はじめ、委員の皆様には一年間お世話になりました。ありがとうご
ざいました。駒形会長、中野幹事、1 年間大変お疲れ様でした。

土屋

登君

若田部貴君

誕生祝いを頂きました。50 才になりました。ありがとうございました。
駒形会長、中野幹事、1 年間おつかれさまでした。
大分県津久見市に転勤になりました。2 年間大変お世話になりました。ありがとうご

伊藤正俊君

ざいます。津久見は美味しいものがたくさんありますので、ぜひとも皆様お越し下さ
い！

齊藤

茂君

川上卓也君
保科純一郎君
飯塚達郎君

氷川きよし特別公演を観て、日本の母ちゃんが長生きする理由がわかりました。
駒形会長、中野幹事、1 年間ご指導いただきましてありがとうございました。
駒形会長、中野幹事、1 年間おつかれさまでした。楽しく活動させていただきました。
伊藤さん お世話になりました。大分へ行っても身体に気を付けて下さい。
駒形会長、中野幹事、1 年間おつかれ様でした。大変お世話になりました。私も入会
からちょうど一年たちました。引き続きよろしくお願いいたします。
駒形会長、中野幹事、1 年間おつかれ様でした。
先週の家族観劇会、永井さんおつかれ様でした。
三井次期ガバナー補佐、芝口様をお迎えして。ご指導宜しくお願い致します。
妻の誕生日に素敵なお花有難うございました。家族観劇会、大変楽しませていただき
ました。永井委員長、担当役員の皆様お世話になりました。

小曽戸健治君

伊藤さん、お世話になりました。
駒形会長、中野幹事、一年間大変お世話になりました。駒形会長、酒庭委員長お土産
有難うございました。最後になりますが、一年間ニコニコ BOX 投入大変有難うござい
ました。

広報・IT 推進・会報委員会

委員長

飯嶋一成
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副委員長

馬場俊一

委員

明代知也

