
第3022回／7月21日 例会報告

幹事報告をご覧ください。
●8月4日に、ウクライナ支援募金の寄
付金をウクライナ大使館へ届けます。
●8月5日にSAA・IT・会報公共イメージ
合同委員会が博多っ子であります。
●8月18日の例会終了後、2021-22年
度決算理事会があります。
●8月18日18：00より川口ブルワリー
で第1回新会員研修会・新会員歓迎会
があります。
●23日13：30より上尾文化センターにて、地区の青少年奉仕
部門、30日14：30よりパレスホテル大宮にてロータリー財団部
門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

青木さん入会おめでとうございます。白井靖会長
青木さん、川口ロータリークラブにようこそ。        中村大祐幹事
青木さん入会おめでとうございます。新井秀雄会員
青木様、川口ロータリークラブへようこそご入会頂きました。宜し
くお願いいたします。                小倉克徳会員
青木様入会おめでとうございます。 松本道和会員
青木さんようこそ。                                               柳澤昭子会員
青木さんようこそ川口クラブに！募金活動宜しくお願いします。
北村さんありがとうございました。                        渡辺成子会員
青木先生、私、多田を見習って立派なロータリアンになって下さ
い。                                                                     多田竜一会員

　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

同様の趣旨で。                                北村透会員、齋藤幸雄会員

クラブフォーラム宜しくお願いします。                     白井靖会長
同様の趣旨で
佐藤進会員、仲川聡会員、佐藤龍会員、杉山怜子会員、砂沢学
賦会員

募金がんばりましょう。                                           白井靖会長
募金暑そう！！                                                  請川かおり会員
ウクライナ募金頑張って下さい。                          佐野良雄会員
募金活動、体調に気をつけてがんばりましょう。    篠田元一会員
募金がんばりましょう。                                           永井牧会員
本日ウクライナ募金、頑張りましょう。フードドライブよろしくお
願いします。                                                   丸山恵美子会員
今日は暑いけれど募金頑張りましょう。                    森絹子会員

７月３１日１７時リリア出発で板橋のさやの湯に向かいます。
ウォーキングの方もよろしくお願い致します。           白井靖会長
妻の誕生日は６月２６日なので遅れました。          小倉利夫会員
Partner誕生祝、ありがとうございます。               芝﨑眞理会員
暑中お見舞い申し上げます。先日青山ロータリークラブのメー
キャップ楽しかったです。写真が出来ましたのでおさめて下さ
い。                                                                    木内賢治会員
川口マラソン、エントリーします。１２月４日までに体型整えます
ので、飲み会誘わないで下さい。                            小林修会員
暑いです。体調に気をつけて楽しみましょう。        朝日恵子会員

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。

クラブ目標である「地域のための
奉仕活動」実践のために、未来の
担い手である子供たちへの
多種多様な環境支援を行っていき
ます。
同時にコロナ禍で進めにくかった
他奉仕部門連携による義援金活動
を通じ、地域への川口RCの情報発
信を進めていきます。

社会奉仕委員会 委員長　丸山恵美子

1、アクトクラブ親睦及び出席率
の改善
・アクトクラブ例会へ川口クラブ
会員より随時卓話をして頂きアク
トクラブを活性化する
・アクトクラブ例会にて親睦会を
推進する
2、会員増強の推進
・埼玉県社会福祉協議会に登録し
外部へアピール強化をする
・アクトクラブ会員募集のパンフ
レットを作成し会員増強を図る
3、親睦　職業奉仕委員会との連携強化
・親睦委員会と連携し参加を促し活性化する
・社会奉仕委員会と連携し参加を促し活性化する

青少年奉仕委員会 委員長　佐藤龍
白井会長の「地域のための奉仕活
動」をもとに、社会の求めている
ニーズを把握して効果的で持続可
能な川口ロータリークラブの活動
実践のために、行政・地域活動他
団体や他組織と連携協力して、各
奉仕委員会事業分野で事業を進め
ていきたいと思います。

奉仕プロジェクト部門 委員長　増井千恵子

会員それぞれが自分の職業、家
族、地域のもと、ロータリアン
として再認識できるような活動
をしていきたい。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る。
市産品フェアの参入によって、
広くロータリーの活動をアピー
ルさせていきたい。
同時に外から見えるロータリー
クラブへの認識を把握(一般の方
からのアンケート)。
他にも会員同士の連帯が深まる有意義なイベント(職場訪
問)なども企画していきたい。

職業奉仕委員会 委員長　篠田元一

・日本のロータリー34地区が共同
で行う奨学財団
・経済的な支援だけでなく 世話ク
ラブ・カウンセラー制度を設け奨
学生の精神面のケアーを図り、会
員の交流を通じて、日本社会　文
化　ロータリー精神について理解
を深め、日本と世界を結ぶ架け橋
となる人材に育つよう皆様のご協
力をお願い致します

米山記念奨学委員会 委員長　朝日恵子

規則委員会、出向者連絡会、会場監督は次ページへ。

未だ先の見通せない状況ですが、
安全に開催できる状況になりまし
たら　多くの参加者を募り　イベ
ントを開催したいと思っておりま
す。
開催する事になりましたら　独身
の方のご紹介　または参加のご協
力をどうぞよろしくお願い致しま
す。

ブライダル委員会 副委員長　本庄久子

1.定期的な委員会の開催
2.ウクライナ支援の募金活動
3.友好RCとの定期的なメッセージ
交換(新年度体制後の挨拶状やクリ
スマスの挨拶状などの送付)
4.国際大会の参加
5.国際事情の学習会の開催
6.会員相互の交流を推進

国際奉仕委員会 委員長　原田敬美

皆様からご芳志頂いた貴重な寄付
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。
本年度は会長の意向により会から
、年次寄付を拠出します。
それとは別に更に自発的にロータ
リアンの皆様から貴重なご寄付を
預かれるように努めます。
寄付の目標額　一人当たりポリオ　　５０ドル
年次寄付　　　２００ドル
クラブ　ベネファクター２名（基金に1,000ドル以上をご寄
付）＊会員数５０名以上のクラブの為２名が目標人数とな
ります。

ロータリー財団委員会 委員長　柳澤昭子

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

事業所：青山プロパティ㈱
住　所：川口市栄町 2-12-23-2F
ＴＥＬ：048-229-0762
ＦＡＸ：048-229-0763
役職名：代表取締役

青山  徹
あおやま   とおる 米山記念奨学生の陳 冰冰さんに米山奨学金を

支給しました。
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入会式
本日の行事

● クラブフォーラム②

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

奨学金支給

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　多田竜一委員長

101,000円
33,000円

134,000円

前日までの累計
本日の計(29件)
本日までの累計

本日分
会員数
会場参加

 7月21日
　 100名
　   47名

Zoom参加
Make-Up
出席率

　     6名
        9名
 66.67%

出席報告　内田秀樹委員


