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◇ 新旧会長・
新旧会長・幹事の
幹事のバッチ及
バッチ及び襷の引継ぎ
引継ぎ

会 長 柴田 好雄さん
国歌・奉仕の理想
ソングリーダー 倉松 俊弘さん
◇ 新入会員入会式 会員増強委員長 五月女豊さん
・開会の
副会長 狐塚 泰久さん
開会の言葉
新入会員 香川道雄さん
香川道雄さん

新入会員
新入会員 井上功一さん
井上功一さん

□ 会長就任挨拶

・閉会の
幹事 篠崎 一男さん
閉会の言葉
副会長 狐塚 泰久さん
◇ 開会の
開会の言葉
◇ 来賓並び
来賓並びビジター紹介
ビジター紹介 会 長 柴田 好雄さん
鹿沼市長 佐藤
信様
地区ガバナー補佐 八木澤享一様
◇乾
杯
直前会長 小林 一彦さん
◇ 記念品贈呈
前地区ガバナー補佐
大出孝三郎さん

会長 柴田 好雄さん

この度伝統ある鹿沼ロータリークラブの第５２代会
長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。今年で７
８才になり遅咲きの会長とは思いますが皆様方のご指
導とご協力を賜りまして、今年一年微力ながら当クラ
ブの更なる発展に頑張る所存でございます。

また東日本大震災に起きましてお亡くなりになった皆
様にご冥福をお祈りし、原発で避難なされています皆
様、地震、津波ですべて失いました皆様の早い復興を
願っております。
本年度ＲＩ会長カルヤン．バネルジー氏は２０１１～
２０１２年度には、まず自分自身を見つめ直すこと、
すなわちＲＩテーマであります「
「こころの中
こころの中を見つめ
よう博愛
よう博愛をひろめるために
博愛をひろめるために」
をひろめるために」と掲げております。ロー
タリアンの皆様が実践していただきたいというのが私
からのお願いです。ロータリーの奉仕において３つの
強調事項に力を注いでいきたいと思います。第一に、
強い家族を築くこと、第二に、私たちが一番得意とす
ることを継続していくこと、最後に変える必要がある
ことは変えるということです。
又、ＲＩ第２５５０地区の比企達夫ガバナーは責務
の一つはこのＲＩテーマを地区のロータリアンに伝達
し、充分に理解して頂くことを強調しておられます。
この目標を達成することにより世界の平和につながり、
４大奉仕が５大奉仕となるにあたり、新世代奉仕をさ
らに充実させ、青少年の育成に努めることが大事であ
り、また会員増強への弾みになると考えております。
私たち鹿沼ロータリークラブも会員全員がＲＩテー
マに向かって心を一つにして、切磋琢磨をしてお互い
に理解をして、ロータリアンのゴールデンルールでも
あります自分にしてもらいたい事は、他人の人にもそ
うしなさいを、合言葉に、この一年間会員の皆様のご
理解と協力を心からお願いを申し上げ会長就任の挨拶
と致します。
◇ 幹事報告
幹 事
篠崎 一男さん

⑤ガバナー補佐 八木澤享一さん
一年間お世話になります。
2011-12 鹿沼 RC の御活躍御発展を
お祈り申し上げます
⑤柴田好雄さん 井上さん香川さん入会おめでとうご
ざいます。また一年間会員皆様の御
協力をよろしくお願い申し上げます。
⑤篠崎一男さん 小林直前会長、渡辺直前幹事一年間
ご苦労様でした。
幹事の篠崎です一年間よろしくお願
い致します。
①②伊矢野忠寿さん 本日結婚記念日です。
今頃自宅に花が届くように注文して
あります。
⑤大出孝三郎さん 八木澤ガバナー補佐様本日は
鹿沼ロータリークラブにお越
し頂きありがとうございま
す。心より歓迎致します。
⑤山崎博通さん 柴田年度の船出を祝って。
順風満帆の航海を祈念いたします。
⑤福田英昭さん 小林前会長、渡辺前幹事一年間
大変ご苦労様でした。柴田会長
篠崎幹事頑張って下さい。
⑤福田英昭さん 井上さん香川さん入会おめでと
うございます。
⑤渡辺章悟さん 柴田、篠崎丸の船出を祝して。
⑤田野井幸一さん 柴田年度頑張って下さい。
⑤黒田雄一さん 柴田丸の船出を祝して。柴田会

１．上期のロータリー会費が 7 月 11 日口座から引き落
長篠崎幹事さん一年間よろし
とされますのでご準備の程よろしくお願い致します。ま
くお願い致します。
た口座引き落としでない会員の皆様は 7 月末まで納入
⑤森一雄さん

柴田丸の出発を祝して。

の程お願い致します。
⑤船生哲夫さん 柴田、篠崎丸の船出を祝して。
２．
高山英会員のお母様が7月6日に御逝去されました。
⑤染宮剛太さん 柴田会長篠崎幹事就任おめでとう、
謹んでお見舞い申し上げます。
これから一年間よろしくお願い
３．月信ファイルが入口の机の上にありますのでよろし
します。
くお願い致します。
⑤山内信忠さん 柴田年度の職業奉仕です。
一年間よろしく御協力御指導下

★ ☆ ★ ☆ 今週の
今週のプログラム ☆ ★ ☆ ★
卓 話
鹿沼市長 佐藤
信様
鹿沼市制の話題について卓話頂きました。
１．鹿沼市の節電対策電力１５％削減
水曜午後閉庁 土曜午前開庁
２．鹿沼市の放射能対策
ホームページ上で公表をしている。
数値は国の基準は下回っている
３．鹿沼市総合計画、人口増加政策など
◇ 出席率報告
委員長 神山勝利さん
会員数 64 出席数 48 前日メーク 0 免除 3 欠席数 13
出席率 79.68％
79.68％
◇ スマイルＢＯＸ
委員長 倉松俊弘さん
スマイルＢＯＸ報告
ＢＯＸ報告
佐藤鹿沼市長より
佐藤鹿沼市長より会費
より会費を
会費を頂きました。
きました。

さい。新会員を祝して。
⑤五月女豊さん 井上さん、香川さんの入会を祝
して。
⑤倉松俊弘さん 柴田会長この一年間よろしく御指
導お願い致します。
⑤井上昭二さん 本日より息子が入会致しますので
宜しく御指導お願いします。
⑤櫻井武彦さん 井上さん香川さん入会おめでとうご
ざいます。柴田年度の船出を祝して。
⑤染宮剛太さん 井上さん香川さん入会おめでとうご
ざいます。これからよろしくお願い
します。
⑤福田弘之さん 小林丸の無事帰港を祝し柴田丸の輝
かしい船出と無事帰港を祈念します。

⑤市田登さん

井上さん香川さん入会おめでとうご

◇ 手に手つないで ソングリーダー 倉松俊弘さん

ざいます。末永くお願い致します。
⑤市田登さん

柴田新会長、篠崎新幹事一年間よろ
しくお願い致します。

⑤金子昭彦さん 小林丸の無事の帰港。柴田丸の無事
出航。香川、井上両名の入会。
佐藤市長、八木澤ガバナー補佐訪問
のそれぞれを祝って。
⑤小林一三さん カミカミの第一例会でしたが一年間
よろしくお願い致します。
⑤小林一彦さん 香川さん、井上さん御入会おめでと
うございます。
⑤佐川徹三さん 柴田丸の輝かしい船出と香川さん井
上さんの入会を祝して。
⑤西村雄吉さん 新会員香川さん井上さん 2 名の方に
入会して頂きありがとうございます。
小林会長ご苦労さま柴田年度おめで
とうございます。一年間よろしく御

指導下さい。
⑤狐塚泰久さん

柴田年度の前途を祝して。

⑤井上功一さん

これからどうぞよろしくお願い致し

☆☆ 次 回 の 予 定 ☆☆
7 月第 2 例会は
例会は 7 月 14 日(木)
諸慶事祝・
諸慶事祝・クラブ協議会
クラブ協議会
各委員長紹介及び
各委員長紹介及び事業計画発表
＊ 時
間
１２時
１２時３０分
３０分～
＊ 場
所
福田屋 ３階
＊ 献
立
カツカレー
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

ます。
⑤香川道雄さん

本日入会させて頂きありがとう
ございます。

⑤日向野脩弘さん 井上さん香川さん入会おめでと
うございます。毎週例会に出席
をして一日でも早くロータリ
ーを楽しんで下さい。
⑤大塚政人さん 柴田会長篠崎幹事一年間頑張って
下さい。SAA 委員長小林さん頑張
ってね。
⑤星野詠一さん ①香川さん、井上さんご入会おめ
でとうございます。
②佐藤鹿沼市長卓話ありがとう
ございました。
③八木澤ガバナー補佐一年間よ
ろしくお願いします。
⑤星野詠一さん ①小林さん渡辺さん一年間お疲れ
様でした。
②柴田さん篠崎さん一年間よろし
くお願い致します。
③大出さん一年間お疲れ様でした。
⑤中西崇介さん 柴田年度頑張って。

閉会の言葉
◇点
鐘

幹 事
篠崎 一男さん
会 長
柴田 好雄さん
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