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歓迎 比企ガバナー公式訪問
◇司
会
ＳＡＡ 小林 一三さん
◇点
鐘
会 長 柴田 好雄さん
◇斉
唱(曲目)
国歌・奉仕の理想
◇ お客様紹介
会 長 柴田 好雄さん
ＲＩＤ２５５０ガバナー
比企 達男様
第７グループガバナー補佐
八木澤享一様
地区副幹事
阿久津雄一様
◇ 会長会務報告
会 長 柴田 好雄さん
本日は比企ガバナーをはじめ、八木澤第７グループ
ガバナー補佐、阿久津地区副幹事には当クラブ公式訪
問の為に、ご臨席を頂きまして誠にありがとうござい
ます。当クラブ員６４名を代表して、歓迎と感謝を申
し上げます。またこの度の公式訪問例会が、皆様の協
力のもとで意義のある例会となりますことを心よりお
願い申し上げます。本日はよろしくお願い致します。
◇ 幹事報告
幹 事 篠崎 一男さん
① ９月ロータリーレートは１ドル７８円。
② ２０１２～１３年度一年交換学生の募集要項が
届いた。興味のある会員は新世代委員長まで。
③ １０月８～１０日、２泊３日の日程にて第３５回
ＲＹＬＡセミナーの参加募集要項の案内が届い
た。希望の会員は新世代委員長まで。
④ 東日本盲導犬協会より『盲導犬ふれあいデー２０
１１』の開催の案内が届いた。毎年４月頃開催だ
が震災の影響により１０月１６日に開催する。
一雄会員
会員より
◇ 森 一雄
会員
より
今度の鹿沼市議会議員選挙について一言

★ ☆ ★ ☆ 比企ガバナー
比企ガバナーの
ガバナーの卓話 ☆ ★ ☆ ★
今年度のテーマ、ロゴマークについて丁寧に説明を
して下さった。また、日本のロータリーの歴史、戦時
中のロータリーのことや米山奨学会のことなどをわか
りやすく卓話して下さった。

◇ バナーの
バナーの交換

★ ☆ ★ ☆ クラブ協議会
クラブ協議会 ☆ ★ ☆ ★
司会進行
会 長 柴田 好雄さん
柴田会長より委員会を抜粋
１、クラブ奉仕委員会
委員長 市田
登さん
今年度ＲＩテーマの精神に則り会長の方針に沿って
過去にとらわれず活発な活動が出来るように努めたい。
２、職業奉仕委員会
委員長 山内 信忠さん
職業奉仕の意義を会員に周知すると共に会長の方針
に従って奉仕活動を実践・推進するように努めたい。
３、社会奉仕委員会
委員長 福田 英昭さん
会員が喜んで参加できるプログラム、すばらしい継
続事業を継続したい。
４、国際奉仕委員会
委員長 川邉
清さん
国際親善と新たな国際理解、勉強会を立ち上げ新し
いことをやってみたい。

５、新世代奉仕委員会
委員長 高山
英さん
新世代のニーズを認識し、将来への準備ができるプ
ロジェクトを実践、新世代月間標語『各ロータリアン
は青少年の模範』を周知及び実践に努めたい。
６、米山記念奨学会
副委員長 森
一雄さん
本年度のガバナー目標の達成に努めたい。
７、親睦活動委員会
副委員長 鈴木 雄一さん
会員ならびにその家族を含め、親睦を深める活動を
目標にし、努めていきたい。
８、広報委員会
委員長 櫻井 武彦さん
（公共イメージ委員会へ名称の変更）
地域社会においてロータリーを知っていただく為の
窓口の役割を果たしたい。
９、会員増強委員会
委員長 五月女 豊さん
一人でも多くの会員増強を図るだけでなく、ロータ
リーの意義を理解してもらえるように努めたい。
10、財団法人鹿沼市ロータリー障害者更生援助会
理事長 福田 弘之さん
ふれあいスポーツ大会、特別支援学級ふれあいバー
ベキュー大会が継続事業であり今後も継続したい。
11、鹿沼ロータリー合唱団 代 表 西村 雄吉さん
去年のクリスマス例会に合唱団を発足し、現在に至
る。ロータリー合唱コンクールに参加すべく楽しく努
力したい。

よろしくお願いします。
日向野脩弘さん：②本日９月１日で４２歳になりました。後厄
ももう少しで終わりです。今後も皆さんのご
指導宜しくお願いいたします。
市田 登さん：⑤比企ガバナー・八木澤ガバナー補佐・阿久津
雄一様、本日はようこそガバナー公式訪問に
お出で下さいました。
山内信忠さん：⑤比企ガバナー並びにガバナー補佐の公式訪問
を祝して
金子昭彦さん：⑤比企ガバナー、八木澤ガバナー補佐、本日は
ご指導ありがとうございました。
佐川徹三さん：⑤比企ガバナーの公式訪問を記念して
染宮剛太さん：⑤比企ガバナーの公式訪問を歓迎して ご苦労
様です。
倉松俊弘さん：⑤比企ガバナー、八木澤ガバナー補佐、公式訪
問ありがとうございました。また有難い卓話
を頂き感謝申し上げます。
櫻井武彦さん：⑤比企ガバナー、八木澤ガバナー補佐の公式訪
問を歓迎して 先日の屋形船では大変お世話
になりました。香川さんの意外な一面を見て
しまった・・・。
石原敬士さん：⑤比企ガバナーの公式訪問を祝して
中西崇介さん：⑤母の葬儀には御会葬賜りありがとうございま
した。

◇ 出席率報告
委員長 神山 勝利さん
会員数 64 出席数 49 前日メ 0 免除 4 欠席数 11
出席率 82.8
82.81％

◇ ガバナー講評
ガバナー講評
本当に大変感心いたしました。今後も第２５５０地
区の模範となって下さい。
◇ ガバナー補佐感想
ガバナー補佐感想
柴田会長、篠崎幹事のこれからのご健康と鹿沼ＲＣ
の益々のご発展を祈念し、第７グループ内の手本とし
今後ともがんばって頂きたいと思います。
◇ スマイルＢＯＸ
委員長 倉松 俊弘さん
スマイルＢＯＸ報告
ＢＯＸ報告
ＲＩＤ２５５０ガバナー比企達男様：⑤
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３０分～
福田屋 ３階

第７グループガバナー補佐八木澤享一様：⑤ガバナー公式訪問

≪ 発行責任者 ：星野詠一・大貫定之≫
お世話になります。
柴田好雄さん：⑤ガバナー公式訪問を歓迎して
篠崎一男さん：⑤比企ガバナー公式訪問を祝して
細川 彰さん：⑤比企ガバナー公式訪問ありがとうございます。
かつて私はガバナーと同じ渋谷の日赤病院で
仕事をしていました。テニス等懐かしいです。
狐塚泰久さん：⑤比企ガバナーを歓迎して
日向野脩弘さん：⑤比企ガバナーようこそおいで下さいました。

