
第2904回／7月18日 例会報告

幹事報告をご覧ください。
●7月27日15：45集合で、キュポ･ラ広場にて、打ち水大作
戦があります。19日18：00より中央ふれあい館講座室4に
て会議があります。
●7月29日に19：00より、渋谷セルリアンタワー東急ホテル
にてグルメ特別企画チャリティディナーがあります。
●8月1日に、18：30より一徳にて軽音楽同好会の発足式が
あります。

本日分
会員数
Make-Up
出席
出席率

 7月18日
　 100名
　     9名
　   49名
  56.32%

本年度社会奉仕委員会では、昨年ま
での活動を引き継ぎ、より地域社会
に貢献し、川口ロータリー全体で社
会奉仕事業に取り組んで参ります。
1.小林ガバナーの方針であるポリオ
   撲滅に向け、ペットボトルキャッ
   プ回収事業、ロータリーデーの事
   業に取り組みます。
2.打ち水大作戦を例会として開催し
  ます。
3.2020東京オリンピック、パラリンピックを控え障害者の
   理解を深める事業を進めて参ります。
4.東日本震災復興応援プロジェクトとして、ふれあいコン
   サートをリリア音楽ホールで開催致します。

〇川口南RCの皆様より
初めてのメーキャップにドキドキしております。宜しくお願い致しま
す。                                                                           飯嶋よし子様
川口南ロータリーからメーキャップです。宜しくお願いします。ハン
ブルグで川口ローターリーの方をさがしたのですがお会いできず
残念。                                                                          斉木澄子様
本日はお世話になります。                                     田中章夫様
先日に引き続きお世話になります。                  竹ノ谷光美様
本日メーキャップツアーで参りました。例会お世話様になります。宜
しく。                                                                            羽山勝幸様
〇川口南RCの皆様をお迎えして
川口南RCの皆様、本日はようこそお越しくださいました。ありがとう
ございます。                                                 渡部行光会長
川口RCへようこそ。                                              田中德兵衞会員
川口南RCの皆様ようこそ！                                 齋藤幸雄会員
川口南RCの皆様ようこそ！第一例会では、お世話になりました。
                                                                                新井秀雄会員
川口南RCの皆様ようこそおこし下さい              丸山恵美子会員
川口南の皆様ようこそ。                              小川長四郎会員
所用のため、途中退席します。すみません。                     荒隆一会員
ようこそおいで下さいました。                                 中村将之会員
以下、同様の趣旨で。　竹ノ谷裕子会員、下舘貴子会員、鈴木慎一
会員、大塚保会員、杉山伶子会員、財津雅一会員
〇結婚記念(7月)に際して
(結婚)お祝い記念ありがとうございます。毎年この日のロータリー
で思い出します。ふだん忘れていますので。                浅沼良臣会員
おめでとうございます。                                          田中德兵衞会員
ご結婚記念おめでとう。                                             榎本英昭会員
〇入会記念(7月)に際して
時のたつのは早い。                                              田中德兵衞会員
７年目に入ります。よろしくお願いします。　                平田修一幹事

最終例会において年間皆出席者表彰を行いますので、メイ
キャップカードをお持ちの方は、今週中に事務局に提出お
願い致します。

●結婚記念祝

●奨学金支給

●入会記念祝

●職業奉仕委員会　篠田元一委員長

●社会奉仕委員会　砂沢学賦委員長

●国際奉仕委員会　増井千恵子委員長

●国際交流委員会　朝日恵子委員長

●クラブ活性化委員会　請川かおり委員長
●クラブフォーラム

●青少年奉仕委員会　森絹子委員長

●ロータリー財団委員会　柳澤昭子委員長

●会場監督　齋藤幸雄

●ローターアクト委員会　仲川聡委員長

入会６年目になりました。今後とも宜しくお願いします！
                                                                                小倉克徳会員
入会して丸３年です。引き続きよろしくお願いします。  多田竜一会員
早くも４年目になりました。私にとっては居心地よく、ステキな３年間
でした。これからも皆様にお世話になると思います。宜しくお願しま
す。                                                                          渡辺成子会員
ありがとうございます。                                                 杉山直会員
入会一年たちました。新井G補佐と共に地区内各クラブあいさつ回
りしています。とても勉強になります。                         網谷徹己会員
〇留学生の出発に際して
楽しんできて下さい。                                              田中德兵衞会員
頑張って下さい。                                                 佐野良雄会員
美幸さんいよいよですね。とにかく身体に気をつけて行って来て下
さい。                                                                           森絹子会員
斉藤美幸さん、留学楽しんでください。                       永村俊朗会員
斉藤さん、一年間留学楽しんで来て下さい。                植木竜太会員
以下、同様の趣旨で。                                                渡部行光会長
〇クラブフォーラムに際して

「よろしくお願いします」の趣旨で。
                               渡部行光会長、砂沢学賦会員、請川かおり会員
〇その他
朝日さん・浅沼さんジュニア、ゴルフコンペ来て頂きありがとうござ
いました。                                                             田中德兵衞会員
配偶者誕生祝ありがとうございました。                      芝﨑眞理会員
７/２１（日）のランニング、川口リリア１８時集合です。基本として雨で
も走ります。食事の方は１９時一徳です。よろしくお願いします。
                                                                                   白井靖会員
那須野会員のお見舞いにいって来ます。１時の新幹線なので早退し
ます。A卓の皆様宜しく。                                                佐藤進会員
財団の寄付お願いします!!　                                    柳澤昭子会員
配偶者誕生日祝いありがとうございます。昨日(７/１７)忘れていて
怒られました。愛しています。                                         小林修会員
明日から１ヶ月双子の孫と出かけます。１ヶ月小さな悪魔と生活おそ
ろしいです。                                                              朝日恵子会員
打ち水がんばりましょう。　                                        永瀬秀樹会員
蕨の逃亡犯が気になります。                                 篠田元一会員
田中德兵衞さん、先日の雅叙園のフカヒレフルコース美味しかった
です。                                                                       木内賢治会員
今日は都市対抗野球のNTT東日本初戦です。今年も応援がんばり
ます！！                                                                      加藤咲子会員

●幹事報告　平田修一幹事

出席率 61.79%

開発途上国を対象としてロータリー
の人道的プロジェクトに関心を持ち
ロータリー財団補助金等を使い姉妹
・友好クラブと世界的ネットワーク
を通じ協働でロータリーの目的のひ
とつの意義ある事業として奉仕の理
念を育み実現することに向かいたい
とおもいます。

会員それぞれが自分の職業､家族､地
域があって成り立っていることを再
認識する。さまざまな職業と奉仕理
念がどのように結ばれるのかいろい
ろ実践を図りたい。
1. 四つのテストの実践
2. 職場訪問会の実施
3. 職業奉仕として、地域社会への
    貢献を考える。
また、新しい試みとしてコンサート会場、スタジオなど
の現場見学、歌舞伎、音楽コンサートなど芸術鑑賞を通
じて見識の共有を図る。
あるいは、大学の文化祭に相当するようなそれぞれの職
業を実践アピールできるようなイベント、セミナーを企
画してみたい。

来日する青少年に日本の習慣､生活､
言葉､考え方などを理解してもらえ､
多くの学びの場を提供する事で知識
を深めてもらえる様に活動していきた
い。また､預かって頂けるご家庭にあ
まり負担をかける事無く､多くの家族
との交流を持って頂ければと願い､2
ケ月づつ6家族に依頼する方針で進ん
でみたい。

１.クラブとしてローターアクトの例
    会への積極的な参加を致します。
    メークアップ対象事業ですので、
    是非活用をお願い致します。
２.クラブの例会への参加を要請致し
    ます。
浅沼良成会長のもと、しっかりと活
動計画建て、意欲をもって行動され
ておりますので、コミュニケーショ
ンを図り協力してまいります。

ロータリアンの皆様から貴重なご寄
付を預かることにより、それを財源
として人道的・教育的活動に対して、
補助金を支給するのがロータリー財
団です。会員の皆様に財団の内容を
ご理解頂きご協力頂けるよう努めた
いと思います。　　　　

浅沼良臣会員
渡部行光会長

網谷徹己会員、田中德兵衞会員、浅沼良臣会員、多田竜一
会員、緒方鎮夫会員、小倉克徳会員、渡部行光会長、平田
修一幹事、渡辺成子会員、増井千恵子会員、杉山直会員

王唯斯さん、
渡部行光会長

田中德兵衞会員、岡村睦美会員、
渡部行光会長

川口RCがRIの方針をよく理解した
模範的なクラブとなることが｢クラブ
の活性化｣であると位置づけ､RIの唱
える奉仕を実現できる強いクラブを
目指す。
①｢ポリオ撲滅からクラブ活性化へ」
   を第一に、10月24日の世界ポリオ
   デーにイベント等を企画して、寄
   付と理解を奨励する日にする。
②奉仕活動を行うための人材育成､リーダーの育成を行う。
③研修リーダー指示のもと､財団､米山､ポリオについての
   卓話を行う。

●米山記念奨学委員会　小林修委員長
米山奨学
１. 文教大学で米山奨学について 4 時
    間しっかり勉強してきました。
２. 寄付受付体制万全です｡1000 円～
   上限なし。
３. 誰が委員長になっても困らない仕
    組みづくりを考えます。

各会場の運営にあたり、規律と秩序
を守り、時間通りに雰囲気を大切に　
明るく､楽しく､きびきびとした運営
を心掛けてゆきます。
皆さまご協力よろしくお願い致しま
す。
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●本日の行事

①GO-KON 交流会　（本庄久子 ブライダル委員長）

●入会式

事業所 ： 第一生命　西川口オフィス

住　所 ： 川口市芝新町 6-15　わらび市川ビル７階

Ｔ Ｅ Ｌ ： 050-3782-1352

Ｆ Ａ Ｘ ： 048-269-5822

役職名 ： 代表取締役

生年月 ： 昭和 20 年 4月

紹介者 ： 田中德兵衞

出席率のUPを図るために会員増強
･維持委員会及び他委員会と協力し
て、出席率の悪い会員のフォローを
して改善を図ります｡新入会員に対
してもロータリーに早く馴染めるよ
うに例会出席時に声がけをする。
メイクアップも積極的に参加を呼び
掛けて､他のロータリー会員と親睦
が図れるようにいたします。
3か月ごとの出席表彰及び年間表彰の実施

杉山  伶子
すぎやま　  れいこ

●ニコニコ資金報告　財津雅一委員

107,000円
77,000円

184,000円

前日までの累計
本日の計(49件)
本日までの累計

●出席報告　丸山恵美子委員

●戦略計画委員会　小倉克徳委員長
本年度の中長期的な課題を次のよ
うに考えられております。
1. 効果的な奉仕活動の選択について
2. 例会運営について
3. クラブ組織（役員選任、委員会構
    成など）について
4. 対外的 PR（公共イメージ向上 ) の
    あり方について
5. 安定的な財務基盤の構築（会費、周年事業積立金など）
    について
6. 事務局組織 ( 共同運営事務局など ) について
以上の課題から、優先順位を考えて検討してまいります。


