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幹事報告

第 15 代幹事

柳川一嘉

１．表敬訪問関係報告

クラブテーマ

みんなで祝おう 15 周年
みんなで楽し
もうロータリー！！
会長：本多正和

幹事：柳川一嘉

第 675 回

例会プログラム「決算・予算」

会長挨拶

第 15 代会長

副会長：伊藤操

8 月 7 日（火）当クラブへのご来賓
・第３グループ 熊木ガバナー補佐様
・大宮ＲＣ 徳山 会長様、三浦 幹事様
・大宮南ＲＣ 小平会長様、羽田 幹事様、
・大宮シティＲＣ 井上 会長様、戸部 幹事様
・地区大会キャラバン隊（大宮ＲＣ）
新井渉様・飯野耕司様・岩井良彦様・永嶋良一様
当クラブからの訪問
8 月 2 日（木）12：00～ラフレさいたま

本多正和

クラブテーマ「みんなで祝おう 15 周年、みんなで楽もうロ
ータリー」を合言葉に、会員全員心 1 つにして頑張っていきま
しょう。私の年度も 2 か月目に入りました。今月は夏休み月間
という事で大いに家族サービスして頂きたいと思います。
先々週の納涼例会、屋形船での花火大会いかがだったでしょ
うか。皆様楽しんで頂けましたでしょうか。私もたくさん美味
しいお酒を飲ませて頂きました。会長として酒の量を控えていたのですが、最後には
いつもの自分と同じでございました。担当された親睦委員長の長塚さん、大変お疲れ
様でした。
本日はたくさんのお客様がお越しになっております。熊木ガバナー補佐、大宮 RC、
大宮南 RC、大宮シティ RC、地区大会キャラバン隊の皆様、後程ご挨拶頂きたいと存
じます。
本日はギャンブル依存症のお話をさせて頂きます。「民営ギャンブル」を可能にす
る統合型リゾート実施法、いわゆるカジノ法案が 7 月に成立した訳でございます。
この法案では、メリット、デメリットがいろいろ話されている所でございます。デメ
リットについては、やはりギャンブルに熱中して抜け出せなくなる依存症が問題視さ
れております。新聞等で掲載されています。たとえば何年も前に大王製紙元会長 井
川さんであります。当時カジノで 100 億円以上つぎ込んだそうであります。
また相撲界においては、激しい突っ張りで土俵を沸かせた元関脇貴闘力は、「ギャン
ブルは気迫でやめられるような甘いものじゃない。一度、ギャンブルの扉を開けてし
まうと、俺のような地獄を見るよ」と語っています。
カジノ法案が成立した訳ですが、ギャンブル依存症が増える事のない様お願いし、会
長挨拶とさせて頂きます。

さいたま中央ＲＣ 本多会長、幹事柳川
野原直前会長、竹内直前幹事

埼玉県知事、さいたま市長表敬訪問
7 月 20 日（月）本多会長、

２．セミナー連絡
7 月 28 日

ロータリー財団部門セミナー パレスホテル
出席者 本多会長 高野会長エレクト

３． クラブより
○次回例会について
平成 30 年 8 月 21 日（火）19：00 点鐘 ラフレ５Ｆ
○本日例会終了後、新入会歓迎会を日本海庄や東口店で 20：30～

お客様
第３グループ 熊木ガバナー補佐様
大宮ＲＣ 徳山 会長様、三浦 幹事様
大宮南ＲＣ 小平会長様、羽田 幹事様、
大宮シティＲＣ 井上 会長様、戸部 幹事様
地区大会キャラバン隊（大宮ＲＣ）
新井渉様・飯野耕司様・岩井良彦様・永嶋良一様

セレモニー

8 月誕生日祝い

会員 小川松雄会員
会員令夫人 竹内登志恵様、栗原めぐみ様、厚川俊子様、町田敦子様、小川久美子様

例会プログラム「予算・決算」
スマイル報告
本多正和会長 本日は熊木ガバナー補佐様はじめとする第 3 グループの皆様、また地区大会
キャラバン隊の皆様、ようこそお越し下さいました。本日もよろしくお願い致します。
ガバナー補佐 熊木広光様 先日のガバナー公式訪問、大変お世話になりました。本多会長、
地区部門セミナーの出席お疲れ様でした。
大宮 RC 徳山義行会長、三浦守幹事 さいたま欅 RC の益々のご発展を祈念しています。
大宮南 RC 小平啓介会長、羽田しげみ幹事 本多会長、柳川幹事、今年 1 年宜しくお願い
致します。
大宮シティ RC 井上悟会長、戸部一郎幹事 さいたま欅 RC の皆様、いつも大変お世話様
になります。本日はよろしくお願い申し上げます。
地区大会キャラバン 荒井 渉様 11 月 10 日、11 日の中川年度地区大会へのご協力をよ
ろしくお願い致します。
地区大会キャラバン 飯野耕司様 本日は今年度地区大会のお願いでお邪魔しました。
地区大会キャラバン 岩井良彦様 本日はお世話になります。
地区大会キャラバン 永嶋良一様 地区大会、よろしくお願い申し上げます。
柳川一嘉幹事 本日は大勢のお客様が、お越しくださいましてありがとうございます。
高野則子会長エレクト 熊木ガバナー補佐、大宮 RC 徳山会長・三浦幹事、大宮南 RC 小平会
長・羽田幹事、大宮シティ RC 井上会長、戸部幹事、地区大会キャラバン隊荒井様、飯野様、
岩井様、永嶋様、今日はようこそいらっしゃいました。
伊藤 操副会長 熊木ガバナー補佐様、大宮 RC 徳山会長・三浦幹事、大宮南 RC 小平会長・
羽田幹事、大宮シティ RC 井上会長、戸部幹事、地区大会キャラバン隊荒井様、飯野様、岩井
様、永嶋様、本日は表敬訪問誠にありがとうございます。
野原哲夫直前会長 第 3 グループ会長幹事様、7 月が過ぎ、ひと息ついたことと思います。
これから味を出して頑張ってください。地区大会キャラバン隊の皆様、地区大会の成功のため、
よろしくお願いします。
井上博明会員 第 3 グループ会長幹事様、地区大会キャラバンの皆様宜しくお願いします。
井上久雄会員 本日 2770 地区 RLI ディスカッションリーダー研修準備会議の為、早退させて
頂きます。
三上 等会員 本日は第 3 グループの会長幹事の皆様、ようこそいらっしゃいました。
中村芳彦会員 今日は涼しくなりほっとしています。1 週間前地区財団の仲間とのゴルフコン
ペで優勝しました。オーダージャケットゲットしました。

住吉望会員 大宮南 RC の歌姫羽田しげみ様ようこそお越し下さいました。本日は欅 RC のエ
ース SAA の折原訓さんをよろしくお願いします。
小川松雄会員 本日もよろしくお願いいたします。
荒蒔良和会員 熊木ガバナー補佐をはじめとする来賓の皆様、ようこそお出で下さいました。
これまでの酷暑の日々から一転、涼しい 1 日となりましたが、皆様お変わりございませんでし
ょうか。本日も宜しくお願いいたします。
竹内儀治会員 毎日暑い日が続いています。皆様体調管理にご留意下さい。
折原訓会員 ご来賓の皆様ようこそいらっしゃいました。本日も宜しくお願い致します。
長塚洋一会員 皆さん元気ですか？赤色の物を 1 つ身に付けると元気が増すようです。元気
があれば何でも出来る！ みなさん、体は大事にしましょう。
町田安弘会員 本日は熊木ガバナー補佐様を始め、各ロータリークラブ会長幹事様ようこそ
いらっしゃいました。
林佳孝会員 本日は今までの暑さが嘘のように、過ごし易い一日となりました。台風も近づ
いているようですが、皆様体調を崩されることがないよう御自愛下さい。
吉田八代美会員 本日もよろしくお願い致します。
神田雷蔵会員 皆様、毎日暑い日が続きますが、体調に気を付けて頑張りましょう。
栗原 久会員 こんにちは。台風が近づいています。気を付けて行動してください。
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29,000 円 （ 会 員 ） 累 計 179,000 円
（ビジタ）累計

月日

出席

欠席

19

9

39,000 円

（2018.7 月～
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28

新会員歓迎会「日本海庄屋に於いて」

(左から)
栗原 久会員
林 佳孝会員
本多会長
神田雷蔵会員

