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幹事報告
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ＳＡＡ報告
出席報告
閉会点鐘

誕生祝・結婚祝

スピーチ

セミナー報告
（公共イメージ・会員増強維持部門）

７月２５日の例会記録
◆ お客様

2017-18 米山奨学生 锡林高娃さん
◆ 会長あいさつ
富永 悟会長

また、前回の例会でメンバーに承認をしていただき
ました来栖会員の紹介者の長谷部さんがお見えなの

皆さんこんばんは、夕方からの雨で皆さんの出席が

で感謝状の表彰式をさせていただきたいと思います。

少なくなってしまうかと思っておりましたが多くの方にご

今日はクラブ協議会、時間がかかりそうなので会長挨

参加いただきまして誠にありがとうございます。

拶はこれに代えさせていただきます。本日も宜しくお

今日は 2 回目のクラブ協議会という事で時間をたっぷ

願い致します。

りとりたいと思います。

幹事報告

今日は、佐々木ガバナー補佐と同じ今年度テーマの
ネクタイを付けてみました。佐々木ガバナー補佐は、派
手で恥ずかしいなどと言っておりましたが、私がつける

皆さんこんばんは、「日韓交流 30 周年記念式典」
＊9 月 22 日（金）～24 日（日）で行われます。まだ募
集をしていますのでご参加いただける方はお願い

と全然派手ではない、実に合っているな、仕事にもつけ
ていけるのではないかと思いました。このような形で地
区とも色々拘わっていきたいと思います。

致します。
＊7 月 30 日、管理運営部門セミナーが川口市民ホー
ルで行われます。参加予定者は富永会長・河井委

先週 7 月 23 日に「奉仕プロジェクト部門セミナー」が
開催されまして各部門の委員長さんに出席をしていた
だきました。こちらに付きましては後日の例会でお話が

飯山英彦 幹事

員長・私の 3 人で行ってまいります。
＊8 月 6 日、青少年奉仕部門セミナーが市民会館お
おみやで行われます。富永会長と大塚委員長に

あると思います。

ご参加いただく予定になっております。宜しくお願

本日この後ポールハリスフェロー・米山功労賞の受

い致します。

章者の方に表彰をさせていただきたいと思います。
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ポールハリスフェロー

富 永

悟会長

〃

１回目

佐々木一男会員

〃

３回目

長谷部健一会員

米山功労賞

鈴木 英世会員

長谷部健一会員
誕生祝 7 月 9 日
7 月 26 日

管理運営部門

河井孝夫会員
佐々木一男会員

来栖勝幸会員をご紹介いただきありがとうございました。

河井孝夫委員長

管理運営部門としては私 1 人ですが、各委員会に分かれています。今年度は創立 6 年目を迎え、クラブ細則について考
え変更務向け議論し、より良い例会、出席しやすい環境つくりを考えての議論をして、出席率の向上を図り、新入会員が
入会しやすい環境つくりをする。
クラブ研修リーダーについても考え、これから任命し、クラブの活性化推進し、クラブ・地域社会の絆を深め、楽しいロー
タリーを目指します。ご指名させていただきますので宜しくお願い致します。
管理運営部門としましては皆さんと共に楽しいクラブ運営ができるよう考えていきますので宜しくお願い致します。

出席委員会

勝浦雅和委員長

出席委員長になりまして、2 回続けて休んでしまいまして誠に申し訳ございませんでした。ロータリークラブは出席して初
めてロータリアンだと思いますので、他の委員会と一緒に出席率をアップできるよう 1 人でも多くの方が出席できるよう出
席委員会として頑張りたいと思います。

親睦委員会

鈴木秀世委員長

今年度は、会員相互の親睦と融和を図り、クラブの活性化に努めます。簡単に言いますと、当たり前のことだとは思いま
すが、親睦をより深めて、クラブをもっと元気つけて活性化していくように委員会として活動していきたいと思います。
具体的には結婚祝・誕生祝、暑気払い例会・クリスマス例会・お花見例会と今年度は RI テーマに「変化をもたらす」という
事で 9・10 月辺りに皆さんと表に出て、山歩きや里山歩き、ハイキングなど汗をかき、食事をして温泉などに入るような企
画を考えておりますので楽しくやってみたいと考えております。9・10 月または 3・4 月の 2 回行いたいと思います。ご参加
いただき楽しくやっていきたいと思います。詳細が決まりましたらお知らせさせていただきます。宜しくお願い致します。

ロータリー情報委員会

木村博行会員

山口委員長の代読をさせていただきます。「ロータリーの友」や「ガバナー月信」の内容の紹介を中心に、会員の皆様に
知っておいていただきたい情報を例会時にお知らせしていきます。併せて、ロータリーを勉強する機会をクラブ研修リー
ダーと連携して設営していきます。自分自身が入会間もない立場ですが、ロータリーとは何をする団体かを会員皆様と一
緒に考えて行き、答えを会員みんなで共有できるよう努めたいと思います。以上代読です。宜しくお願い致します。

公共イメージ部門

飯山英彦幹事

小泉委員長の代読になります。方針といたしましては、
１．当クラブの例会、事業等の活動を地元メディア・マスコミに積極的にアピールします。
２．ホームページをリニュアルし、当クラブの魅力ある活動内容を一般社会へ発信していきます。
３．会員相互の情報や会員拡大などのツールを成るべく、充実したクラブ会報を発行します。
４．委員会の開催、ＳＮＳ等の活用を検討する。

会員増強維持委員会

木村博行委員長

富永会長からご指名を受け、これを考えて時には感じだったので「会員数 50 名」などと良いことを書いていますが、努力
目標です。みなさんと一緒に考えていきたいと思います。皆さん宜しくお願い致します。
委員は長谷部パスト会長と、会員増強維持部門の委員長は牛山パスト会長いうことで心強いなのですがまずは、候補者
リストを提出していただき炉辺会合を開いていきながら、理解していただけるようお話をしていきたいと思います。来栖会
員のようにオブザーバーとして参加していただき、入会という形が良いので皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

職業分類選考委員会

飯山英彦幹事

中村委員長の代読になります。
方針といたしましては、未充填分野の会員増強に向けた職業の分類選考を検討します。 クラブ細則の見直し検討
に対応した職業分類を推進すべく他部門、委員会と連携した活動をしていきます。
会員の拡大につながるような職業分類を模索していきます。

社会奉仕委員会

川井大輔部門委員長

社会奉仕委員長は会田小弥太さん、委員は池田国雄さん・篠宮時雄さん、内藤一夫さんであります。会田委員長
の方針について読み上げさせていただきます。
今年度も地域社会に対する奉仕活動を積極的に推進します、皆様のご協力をお願いします。
1.ＲＩ会長メッセージ｢一人一本の植樹｣に付いては、地区補助金を使用して事業を行います。
2.継続事業として長年行っている｢黄色いハンカチ運動｣をより多くの方々に、広められるように活動を行います。
（草加ふささらまつり、福祉まつり等）
3.バレーボール大会並びに卓球大会への支援活動の継続。
4.年末には、恒例の地元福祉団体との共同事業である「もちつき大会」を応援します。
大事なことが抜けておりますが、草加環境マップ事業を、地区補助金を利用して行います。申請し、許可は出ており
ますので追加をさせていただきたいと思います。

青少年奉仕委員会

大塚嘉一委員長

昨年度は米山をやらせていただきました。米山さんのお墓参りをさせていただき、ハイキングなど楽しい思いをさせ
ていただきました。ファッションなど穴の開いたジーンズの何が良いのかなど理解できません。ジェネレーションギャ
ップは感じました。
今年度はさらに年齢層が下がって青少年奉仕という事で私は、子ども達は未来社会からの預かりものと思っていま
す。あと 50 年したらここにいる方がたはいないですよね！子ども達はその時に社会を運営していけるようにしっかり
と教育しなくてはいけないとの思いで PTA 会長も頑張りましたし、今年度も頑張りたいと思いますが、知識があまり
ありませんので 8 月 6 日に会長と一緒にしっかりと勉強してきたいと思います。ご報告をさせていただきます氏、ま
た皆さんからもご指導いただきたいと思います。宜しくお願い致します。

ロータリー財団部門

飯山英彦幹事

小笠原委員長の代読になります。方針といたしましてはロータリー財団の、「ロータリアンが、健康状態を改善し、教
育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」という使命を
果たすため、草加松原ロータリークラブでは、「Doing good in the world」を遂行すべく、以下の項目に重点をおいて
活動いたします。
1.会員お一人お一人にロータリー財団についての理解を深めていただくよう推進します。
2.会員１人当たり年次寄付 200 ㌦＋ポリオ 50 ㌦、計 250 ㌦の実行を推進します。
3.フィリピンへの青少年奉仕を推進します。
4.ロータリー財団奨学生大谷理奈さんの支援を行います。
また、地区補助金を利用しての「そうか環境マップ」の作成・配布及び植樹の実現を社会奉仕委員会と協力して行
ってまいります。宜しくお願い致します。

米山記念奨学部門

二階堂祐司委員

風間委員長の代読をさせていただきます。方針といたしましては、今年度は、中国の留学生、锡林高娃（ｼﾘﾝｺﾞﾜ）さ
んを受け入れます。一年間を通して奨学生が明るく、楽しく、元気よく、よき思い出になるよう、力を尽くします。
また、支援と交流を通じて世話クラブとしての責任をカウンセラーと協力しながら果たしたいと思います。皆様よろし
くお願い致します。
今年度の会員 1 人当たりの寄付目標額は 25,000 円（普通寄付 5,000 円、特別寄付 20,000 円）です。奨学生受け入
れクラブとして、寄付達成率 100％を目指したいと思います。
皆様ご協力をお願いします。
锡林高娃さんは日本に来て 8 年、今博士課程で頑張っております。無事博士課程が取れるよう邪魔をしないよう見
守っていきたいと思います。宜しくお願い致します。

ＳＡＡ

高橋昌夫会員

ＳＡＡは例会の総責任者という事なので、スムーズな例会の進行を務めたいと思います。私の性格から事前準備が
出来ないのでここに来てから準備なのでバタバタとしておりますが皆様にご協力をいただきながら進行を進めてい
きたいともいます。副ＳＡＡの加藤さんもいらっしゃいし、山崎さんが出席していただけると大変な戦力なのですがい
そがしい方ですのでみんなで協力していきながら頑張って行きたいと思います。宜しくお願い致します。

今後のプログラム
8/8
8/15
8/22

セミナー報告
レセプション
（管理運営・奉仕プロジェクト部門）
休会
セミナー報告
レセプション
（財団・米山部門） 安藤君帰国報告
7 月 25 日

金額

ニコニコＢＯＸ

26,000 円

7 月 25 日
会員総数
39
出席免除
１
出席適用
38
富永

開催日
会場
参加者

管理運営部門セミナー
７月３０日（日） １３：００～
川口フレンディアホール
富永会長
飯山英彦幹事
河井孝夫管理運営部門委員長

累計

94,500 円

出 席 報 告
出席
32
ＭＵ
2
出席率
89.47

悟会長 本日２週目のクラブ協議会、各担当委員長の皆様ありがとうございます。１年間宜しくお願い
します。
飯山 英彦幹事 クラブ協議会よろしくお願い致します、
牛山 信康会員 歯が痛い、でも歯医者はきらい、しぶしぶ治療して麻酔して今夜は夕食食べられません。
大久保雄司会員 梅雨明け宣言後、雨雲、まあこんなものか
大塚 嘉一会員 子ども達と乗馬を始めました。むかしなら家にいた馬にただで乗れたのにね
岡田 明久会員 遅くなってすみません。久しぶりです。色々あって出席できなくてすみません
勝浦 雅和会員 出席委員長なのに２回続けて休みました。すみません。
加藤 芳隆会員 委員会の委員長の皆さん、1 年間宜しくお願いします。昨日東武動物公園に孫 3 人連れて行っ
てきましたが、その際シニア料金には、まだ抵抗があったのですが千円引きには負けてシニア
料金と言ってしまいました。
川井 大輔会員 全国的に天候不順で被害が心配です。関東地区は雨が降ったらと思いますが！
河井 孝夫会員 誕生祝ありがとう。
木村 博行会員 クラブ協議会宜しくお願いします。梅雨が明けて雨が多い今日この頃、小中学生の娘がプール
に行っているのを羨ましく見ながら事務所で仕事しています。皆さんも頑張りましょう。
佐々木一男会員 暑中お見舞い申し上げます。健康に十分気をつけましょう。
鈴木 英世会員 本日、クラブ協議会宜しくお願い致します。
髙橋 通泰会員 今日も暑かったですね、あと２か月暑さに負けずガンバリましょう。
高橋 昌夫会員 毎日暑いですね。各地で豪雨・浸水被害が出ているようですが、こちらはもう少し降ってもら
いたいです。
田中 和郎会員 今日も申し訳程度の雨で帰って蒸し暑くなってしまいました。
長谷部健一会員 来栖さんご入会おめでとうございます。本日のクラブ協議会よろしくお願いします。
二階堂祐司会員 クラブ協議会よろしくお願いします。
渡辺美和子会員 暑い日が続きますが何とか乗り越えましょう。明後日は商工会議所が毎年運営しているわくわ
く探検隊で子ども達が４０名来社します。こちらもわくわく！
来栖 勝幸会員 入会式、皆様に歓迎していただきありがとうございました。

