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セミナー報告
（奉仕プロジェクト部門・管理運営部門）

８月１日の例会記録
◆ 会長あいさつ

富永

平和と繁栄の原動力とすること」と掲げてロータリー活

悟会長

動を続けていたさ中に志半ばに亡くなってしまわれた

皆さんこんばんは、今日は出かけようとしたらいきなり
雨が降ってきました。皆様には足元のおわるい中、お集
まりいただきまして誠にありがとうございます。

という事で心よりご冥福をお祈りさせていただきたいと
思います。
本日は、会員増強維持部門と公共イメージ部門のセ

今日は８月の第一例会という事で早くも１ヵ月が経過

ミナー報告会を予定しております。牛山部門委員長に

してくれた、後残り１１ヵ月、これなら頑張れるのかなと

発表を行っていただきますので宜しくお願い致します。

思っております。と言うのも毎週土日に部門セミナーが

やはり会員増強と公共イメージは切っても切り離せな

あって、せわしなくしている間に１ヵ月が過ぎてくれた。

いことと地区のほうでも考えておりまして、公共イメー

有難いような感じですけど、各部門委員長の皆様には

ジをよくすることによって色々な方に、これからのロー

本当にご苦労様です。そしてまだまだ続く部門セミナー

タリーの活動をよく理解していただいて、新しい会員の

ですけど、次回は６日、日曜日、青少年奉仕セミナー、

皆様を我々の仲間に取り入れ、一緒に活動することに

大塚委員長と飯山幹事と一緒に参加してきますけど、こ

繋がっていくと思いますので、この辺のことをお話しい

ちらが最後のセミナーでございます。

ただければと思います。そして増強も大事ですけど会

報告になりますが、国際ロータリー会長エレクトのサ

員維持も重要でこれから楽しいクラブを運営していくと

ム F. オオリ氏が、米国時間の 7 月 13 日、予定通りに

いう奉仕プロジェクト、魅力のある例会作り、楽しい親

受けた手術後の合併症により、予期せぬかたちで逝去

睦事業、そしてロータリーを知るための知識と、こうい

されました。 マイロータリーなどご覧の方はご存知か

ったことを今年度は充実させていただきまして会員の

と思いますが、

増強につなげていきたいと考えておりますので本日も

オオリ氏はウガンダ出身の方で、38 年間、カンパラ・ロ

よろしくお願い致します。

ータリークラブの会員でございまして、とても熱心にロー
タリー活動をされていた方で、「すべてのプロジェクトを」
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

誕生祝

８月１３日

結婚祝

８月２６日

木村博行会員

本日は、誕生祝い、結婚祝いをありがとうございます。産んでいただいた両親と、結婚していただいた妻に
感謝します。今年で５３才になります。最近仕事以外の町会行事、倫理法人会の周年行事などで忙しく、行
事の合間に仕事をしている状態です。ある先輩が、仕事がバイトで、ボランティアが本業だと言っていました
が、だんだん自分も一人前になってきたのかなと思います。
ロータリークラブでは、昨年長谷部パスト会長のもと幹事をやらせていただき、プロジェクトの進め方、早め
の打合せ・段取りの仕方、各委員長さんへの依頼の仕方などいろいろなことを勉強させていただきました。ロ
ータリーが楽しくなった一年でした。今正直に例会が楽しみです。家庭では、８４才の父親と同居していて、今
日も「何しにいくんだ」と言われながら出てきた次第で、大変元気です。いつまでも子どもは子どもですね。そ
んな父親の面倒を見れることは幸せかも知れません。
来年も今年と同じように、バイトと本業が忙しく、父親に子供扱いされながらお誕生日を迎えられればいい
かなと思います。どうもありがとうございました。

米山記念奨学委員会
米山功労賞 ９回目

田川 富一会員

会員増強維持部門

牛山信康委員長

富永会長から会員増強維持部門委員長をおおせつかった牛山です。当クラブの今年度会員増強の目標は 15
人です。かなり大胆な目標でありますがそれだけ、富永会長の増強にかける意気込みの強さを感じます。
過日、地区のセミナーがあり参加して参りました。他クラブの目標額は概ね 3 人から 5 人程度が多いところ、当
クラブは 15 人です。セミナーに参加した他クラブのロータリアンからも驚きのまなざしでした。やるんだと言う富永
会長の決意は誇らしくもあります。セミナーでは色々と増強に参考になるお話がありました。
一つには女性会員の拡充を積極的に取り組んでほしい旨の要請です。世界レベルで見ると日本は女性会員
の比率が相当低いようで一層の働きかけが望まれるとのことです。
二つ目は職業分類を利用し分類表の空白部分の職種を積極的に勧誘するよう助言がありました。様々な職業
の会員が属することでクラブの多様性が生じ、クラブ活性化の要因になるとのお話がありました。他にもたくさん
有意義なお話がありました。常日頃から地道に勧誘活動を展開していくしかありません。簡易な方法などありま
せん。知恵を絞り会員全体で問題意識を共有し全員で取り組むことしかありません。どうぞ皆様、この一年、増強
にご協力下さるよう是非ともお願いいたします。私のセミナーでの報告はこれくらいにして、この後、木村増強委
員長さんにマイクをお渡しします。推薦人リストのお願いやクラブ活動紹介パンフのお話があると思います。以
上、有難うございました。

会員増強維持委員会

木村博行委員長

「草加松原ＲＣ活動について」というチラシがお手元にあると思います。写真を昨年の最近のものと差し
替えていただきました。今後こちらを使って新規会員の勧誘に取り組んでゆきたいと思います。
本日はもう一点、「推薦書」という用紙もお渡しいたしました。例会が終了次第後ろの出口の横で、私（木
村）と、牛山部門委員長が立っていますので、ご提出してからお帰り下さい。
昨年も数回、炉辺会議を開催して、推薦いただいた新入会候補者の皆さんについて検討し、数人の担当
者で会社を訪問させていただきました。勝浦会員、内藤会員、山口会員などがリストアップされておりまし
た。本日おみえになっている勝浦さん、昨年はターゲットでしたよ。
今年も会員増強目標は大きく、１５名です。１５名は無理かも知れませんが、できる限り多くの皆様にロー
タリーのお仲間になっていただきたいと思いますので、皆さんどうぞご協力の程よろしくお願いいたします。

幹事報告

飯山英彦 幹事

皆さんこんばんは、幹事報告です。３点あります。
＊お手元に「草加松原ＲＣ活動報告について・推薦書」を配布させいただきました。こちらを使ってアピー
ルしていただき、ご推薦いただければと思います。
＊日韓親善会議の登録状況が送られてきました。草加松原ＲＣは５名という事で各クラブもう少し参加の
方を募っていただけませんかと要請がきております。チケットは私の方で準備いたします。
３日くらい前まででしたら用意できますのでご参加下さる方はお声かけ下さい。
日程は、９月２２日～２４日の３日間です。
＊職業奉仕部門セミナーのご案内
日程 １０月２７日（金）午後５時点鐘
講師 小早祥一郎
氏
会場 浦和 ワシントンホテル
テーマ「そうじから生まれる力とは」
追ってお声かけさせていただきますので宜しくお願い致します。

次週８月８日例会終了後、福本会員・来栖会員の歓迎会を下記のとおり行います。
ご都合のつく方は是非ご参加ください。
日時

８月８日（火） 例会終了後 ２０：１５～

場所

平城苑

今後のプログラム
8/15
8/22
8/29

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
暑気払い例会
シュガーヒル
ご家族の皆様もご参加ください

8月1日
金額

21,000 円

悟会長

会田小弥太会員
飯山 英彦幹事
牛山 信康会員
大久保雄司会員
大塚 嘉一会員
勝浦 雅和会員
川井 大輔会員
河井 孝夫会員
木村 博行会員
髙橋 通泰会員
高橋 昌夫会員
田中 和郎会員
長谷部健一会員
二階堂祐司会員
山崎 秀美会員
渡辺美和子会員
森
勇一会員
福本 孝昭会員

青少年奉仕委員会セミナー
８月５日（日） １３：００～
市民会館おおみや 小ホール
富永 悟会長
飯山英彦幹事
大塚嘉一委員長

ニコニコＢＯＸ

8月1日
会員総数
40
出席免除
5
出席適用
35
富永

開催日
会場
参加者

累計

115,500 円

出 席 報 告
出席
24
ＭＵ
5
出席率
80.56

結婚記念・誕生祝の皆様おめでとうございました。本年度増強、会員５０名に向けてみん
なで頑張りましょう。宜しくお願いします。
誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
お誕生日・結婚祝の方々おめでとうございます。
光陰矢の如し、もう８月です。お盆も間近です。夏休みに毎年孫たちが帰省するのですが
今年はいそがしい様で帰ってきません。静かな８月になりそうです。
８月になりました。すっきりしない天気が続きます。
息子と昼にウナギを食べました。ときに寿司よりもうまいウナギがある事を教えたい。
８月のお誕生日の皆様。ご結婚記念の皆様おめでとうございます。
すみません来週は休みます。
今年は梅雨明け宣言、早すぎたのでは？会員増強頑張りましょう
短ジョイ・結婚祝いの皆様おめでとう。台風が来ないと良いですね。
今月私の誕生日と結婚のダブル祝の月です。産んでいただいた両親と、結婚してくれた妻
に感謝します。これからもレディーファーストで生きてゆきます！
今度の日曜日、孫たちを連れて江の島へ行きます。台風の動きが心配です。
誕生・結婚祝いの皆様お目とうございます。
誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
雨降って地固まる！！誕生祝・結婚祝いの皆様おめでとうございます。
お誕生日・結婚祝の方々おめでとうございます。
短ジョイ・結婚祝いの皆様、おめでとうございます。
お誕生日に皆様おめでとうございます。
今月お誕生日・ご結婚記念日を迎える皆さんおめでとうございます。素晴らしき１年であ
りますように・・
誕生日・結婚記念日の会員様、おめでとうございます。

