
第3021回／7月14日 例会報告

幹事報告をご覧ください。
●21日は例会終了後、ウクライナ支援
募金活動があります。
●25日に事務局で2021-22年度の会
計監査があります。
●26日18：00よりプログラム委員会が
あります。
●31日17：00リリア発でさやの湯処ま
でランニング同好会があります。
●16日13：00よりフレンディアにて、
地区の管理運営部門、公共イメージ部
門、会員増強維持部門、DEI推進委員会の合同セミナーがあり
ます。

砂沢学賦会員 小倉利夫会員

小林修会員、渡部行光会員、芝﨑眞理会員、白井靖会長、新井秀雄会員、上野良祐会員

中村大祐幹事と網谷徹己直前幹事

商工会伊藤事務局長　川口RCへようこそ！　          白井靖会長
伊藤様、川口RCへようこそおいで下さいました。        中村大祐幹事
①配偶者誕生祝い
配偶者誕生祝い有難う御座います。心をこめておめでとうを言
いたいと思います。                                                 小林修会員
家内への誕生祝い有難う御座います！　             網谷徹己会員
お誕生日おめでとう御座います。　                        白井靖会長
おめでとうございます。　                                田中德兵衞会員
同様の趣旨で　       小倉克徳会員、緒方利明会員、佐藤龍会員
②クラブフォーラム
クラブフォーラム委員会の皆様発表宜しくお願い致します。
　                                                                          白井靖会長

　2018年7月からブライダル委員会が発足し、クラブとして何ができるかと考えていました。今年の2月頃に何かやろうと北村会
員からの後押しもあり、｢春のGO-KON交流会」を5月24日に行う事に決定しました。
　どの位の人が参加してくれるのか心配でしたが、岡村会長をはじめとして、北村会員、大竹会員、齋藤会員、木内会員、鈴木会
員、浅沼会員、加藤会員、津田さん、榎本会員、寺田会員、松井会員、中村会員、渡辺会員のご協力により、男18人・女11人の方が
参加されました。
　準備の方も、当日使用する備品やプライバシーの守る事など、津田さんや大竹会員と話し合い、5月24日に漕ぎ着けました。会
場も一徳さんにお願いしましたので、小倉会員に協力して頂き、
ブッフェスタイルで一列に席を作り、男女混合うまく配置良くしま
した。
　当日、約3時間の間、大竹会員の司会と下舘会員のサポートをお
願いし、朝日会員や渡辺会員が御酌をしたり仲を取り持って頂き、
香穂会員には良い日良い縁を占ってもらうなど、非常に盛り上が
りました。最後に男女それぞれ気にいった方の名前を書いて頂き、
双方合った方が2組と、予備軍のような感じで1組と、計3組誕生し
ました。
　こんなにもすばらしく出来るとは夢にも思わず、皆さまのおかげ
です。岡村会長にも地区の方にも報告して頂きました。
ありがとうございました。

●会員誕生祝

●表彰　特別功労者表彰

●フードドライブ活動

●役員バッジ交換

●入会記念祝

クラブフォーラム宜しくお願い致します。              中村大祐幹事
委員長の皆様一年間宜しくお願いします。　     多田竜一会員
同様の趣旨で　
岡村睦美会員、新井秀雄会員、森絹子会員、請川かおり会員、
増井千恵子会員、芝崎眞理会員、佐藤進会員、渡部行光会員、
杉山直会員、齋藤幸雄会員、永井牧会員、金子邦彦会員、柳澤
昭子会員、杉山伶子会員
③その他
先日の南青山RCへのメイキャップ楽しかったです。荻野委員長
ご苦労様でした。                                            田中德兵衞会員
先日南青山RCにメイキャップに言って来ました。華やかな例会
でした。人数は少ないのですが色んな事に挑戦している様で
す。見習わなくては。　                                       朝日恵子会員
本日宮ナギで地元神社の掃除をしました。毎年の行事です。
                                                                         早船雅文会員
7/10誕生日前に転んで顔をすりむきました。皆様お気をつけ下
さい。                                                                 砂沢学賦会員
気付いたら家は7月のお盆でした。お墓参りにも行ってきまし
た。　                                                                篠田元一会員
ウクライナの募金活動に参加致します。ウクライナには弁護士
の友人がいます。現地の方々が無事であるよう、戦争が一日も
はやく終わる様心より祈っております。             水内麻起子会員
妻の母が先日亡くなりましたが、看病していた妻は暑いので秋
に熊本から戻るようです。                                   永村俊朗会員
第二週の木曜日ですのでダンスレッスンあります。どうぞご参
加お待ちしています。                                         本庄久子会員
4回目ワクチンを打ってきました～。                     渡辺成子会員
先週の誕生祝い有難うございました。                 金子邦彦会員

幹事報告　中村大祐幹事

丸山恵美子社会奉仕委員長より、今年度の支援活動で、例会場に
フードドライブ活動としてボックスを設置します。食材、学習用品、
日用品等を例会場で集めて「わっか食堂」「NPO法人子供の居場
所づくりin川口」「おてんき舎」「かわぐちこどものための日本語教
室」４団体に提供をし、この活動は１年間行う旨の説明がありました。

「DEI」は今年度から新しく取り入
れられた考え方です。
　D:Diversity（多様性）
　E:Equity（公平さ）
　I :Inclusion(インクルージョン、
調和)
この価値観を持つことで、クラブ
を活性化させたいと思います。
具体的には、
・クラブ内研修参加を促し、ロー
タリアンとしてのモチベーション
アップをしていただく
・クラブで行われる奉仕活動に会員全員で積極的に参加でき
るような情報発信
・RLIへの参加　　　　　等
関係各委員会と連携して、クラブの活性化に努めたいと思い
ます。

クラブ活性化委員会 委員長　請川かおり

会長のクラブ方針により年内は会
員卓話、各委員会・同好会・ロー
タリー月間を取り入れた卓話を中
心に運営して参ります。来年は委
員会メンバーの卓越した人脈に期
待して、例会に参加したくなるよ
うな各方面からの盛り沢山の情報
を会員の皆様に提供していきたい
と思います。

プログラム委員会 委員長　小林修

研修はロータリーを理解するのに
重要な要素なので、5年以内の新入
会員の皆様にロータリーの基本的
知識および普遍的な理念を知って
いただきたいと思います。
今年度より、Ｄ・Ｅ・Ｉという考
え方を取り入れ、さらにロータリ
ーを成長させていく戦略を皆様と
共に考え、行動していきたいと思
います。年度４回の研修と例会で
の「ＤＥＩ」の説明を実施します。

研修･DEI 委員会 委員長　岡村睦美

会費に見合うクラブの魅力はあ
るか。            （会員増強維持）
例会で会員同士の親睦と自己を
高めることができているか。
                      （出席率の向上）
ロータリーの友を毎月読んでロ
ータリーの知識を得ているか。
       （ロータリー活動を知る）
各委員会と連携し、3大義務の
啓蒙と実践を通じて白井年度を
サポートしていきたいと思います。

クラブ管理運営部門 委員長　新井秀雄
①寄付促進
年度計画の達成を目指し、寄付
しやすい方策を検討します。使途
に関する会員への報告責任を果た
します。
②例会形成
委員会報告を通じて、和やかな中
にも厳かな雰囲気を持った例会運
営に協力します。例会の進行状況
に配慮した時間調整に努めます。
③会員歓迎
新入会員の配属が見込まれる委員
会として，新入会員が一日でも早くクラブに馴染めるよう，
委員間の交流をはかります。

ニコニコ委員会 委員長　多田竜一

リアルでもオンラインでも気持ち
よくご参加いただけるような雰囲
気を醸成し、また、メイクアップ
を推奨し、もって出席率アップを
図ります。

出席委員会 委員長　荻野梓

IT 委員会、戦略計画委員会は次ページへ。

65周年に向け会員110名を達成す
るという会長方針のもと、会員基
盤を広げ、より多くの参加者を迎
え入れる手法を作り出していくこ
とを委員会テーマとします。
増強：　
1.経験豊富な委員全員のご協力の
もと、入会候補者をリストアップ
して、動いていきます。
2.地域のための奉仕活動をしてい
る他団体へアプローチを強めて、
動いていきます。
3.社会貢献活動に積極的な法人を紹介いただき、動いていき
ます。
維持：
1.早期退会を防ぐために各同好会・他委員会と連携して 新入
会員が孤立しない方策を講じ、動いていきます。
2.出席・プログラム委員会と連携して長期欠席者への呼びか
けやMUの推進を図り、動いていきます。

会員増強･維持委員会 委員長　網谷徹己

川口ロータリークラブの効果的な
広報を高めるために､クラブ内外へ
の発信活動を継続していきます。
①会報誌・HP・SNSでのクラブ
活動や地区での活動を発信。（奉
仕活動、イベント等）
②姉妹クラブや友好クラブ等と
ZOOMなどを使用して、交流（合
同例会や懇親会など）の場を創出
しクラブ内外への配信。
③ＩＴ委員会、プログラム委員会
との連携。

クラブ会報･公共イメージ委員会 委員長　大竹純

withコロナへの移行に従い、クリ
スマス会、観桜会、親睦旅行など
の伝統行事は開催復活を見込んで
おります。
特に新会員の皆様は、積極的に歓
迎会、勉強会を開催しますので、
是非ご参加お願い致します。
ロータリーの目的　第1「知り合
いを広めることによって奉仕の機
会とすること」を実践すべく、
親睦活動を推進致します。

親睦委員会 委員長　杉山直

ＩＴを利用することにより、川口ロータリー例会へ多くの会
員が参加できるように 運営をサポートします。過去２年間以
上、コロナ感染症流行のため、リアル例会の開催が行われま
せんでしたが、その際にもＩＴを利用しや例会運営により、
当クラブの活動は行われてまいりました。今後も同様の事態
が起きたとしても、例会運営が滞りなく行われるようにサポ
ートしてまいります。
また、当クラブの会員のみならず、海外の姉妹クラブとの交
流や、帰国した元留学生との交流も、ＩＴを通して活発に行
いたいと思います。

IT 委員会 委員長　下舘貴子
ロータリーは単年制のため中長期ビジョンの継続が難しいと
ころがあります。
クラブビジョン・クラブ戦略計画は　会長が真剣にそして慎
重に考えて 役員・理事に提示してくれました。
戦略計画委員会では、川口ロータリークラブの３年～５年を
期間とした中長期ビジョンを見据え、その為の戦略計画をRI
・地区・会長等方針に添いながら実践していきます。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

戦略計画委員会 委員長　早船雅文

●配偶者誕生祝
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本日の行事

● クラブフォーラム①

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

ようこそ

川口商工会議所事務局長の伊藤
様がお越し下さいました。

杉山  伶子
すぎやま　  れいこ

ニコニコ資金報告　杉山伶子委員

60,000円
41,000円

101,000円

前日までの累計
本日の計(34件)
本日までの累計

本日分
会員数
会場参加

 7月14日
　   99名
　   50名

Zoom参加
Make-Up
出席率

　     5名
      10名
 69.15%

出席報告　内田秀樹委員


