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会長の時間        鈴木 真澄 

今日は第 2回目の例会になります。 

本日のお客様は所沢 4クラブの会長、幹事の皆様

です、お忙しい中、我がクラブにメーキャップにお

越し頂きありがとう御座います。 

 今日もクラブ協議会があり、会長の時間はあまり

ありませんが、地区の研修会で立原研修委員長のお

話の中で「効果的なロータリ－クラブ」をめざし、

思い切り活動してください、ロータリーの主役は各

クラブですということも言われていましたので、昨

年と少し変えた内容がありますので、その二つだけ

紹介させて頂きたいと思います。 

当クラブの皆様には先日お話したので重複しま

すが、4 クラブの会長、幹事の皆さんがお見えにな

っていますので、お話したいと思います。 

1）今年度から週報は今まで紙で配布していたので

すが、ホームページで見ることにしました。 

一つは印刷代等の費用削減、欠席者は紙だと翌週

に見ることになりますが、火曜日の例会内容が金

曜日には事務局で掲載してくれるので、タイムリ

ーに見ることが出来る。 

それから紙の場合はどこかに紛失してしまうこ

ともあるかと思いますし、もう一つは履歴が残るの

でいつでも遡って見ることもできる等、幾つかのメ

リットが出てくるという理由からホームページで

の閲覧を実施することにしました。 

二つ目は例会を楽しく、充実した会にするように

というお話もありましたので 

２）会長の時間を月一回会長エレクトが担当する。 

一人の人が毎回話すよりも例会の活性化に繋

がるのではないかという意図で変えました。 

以上この二つが、今年度の事業計画で大きく変更

した内容です。 

それから今年度は我がクラブ創立 30周年もあり 

ますので、会員の皆様のお力をお借りすることとな

りますが、宜しくお願い致します。 

 そして今日お越し頂いている、会長、幹事の皆様

にも、ご案内をさせて頂きますが来年の「3 月 27
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日」（金）椿山荘で予定していますので、是非ご出

席賜りますようお願い申し上げます。 

 4 クラブの会長、幹事の皆様にはローラリー歴の

先輩でもあり、地元での重鎮の方々ばかりですので、 

これから一年間ご指導賜りますよう、重ねて願い

し会長の時間と致します。 

今日は例会にお越し下さいましてありがとうご

ざいました。 
 

幹事報告          堀江 大 

◆国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2570地区 2013―2014 年度 地区

大会 DVD を戴きました。 

◆今年度地区ホームページについて 

◆第 3 グループ「フレッシュロータリアン研修セミ

ナー」開催通知 

 狭山市立勤労者福祉ｾﾝﾀｰ 第一学習室 

 8 月  2 日（金）準備会 

 9 月 13 日（土）研修ｾﾐﾅｰ 

◆ロータリー財団地区補助金プログラム承認書を

いただきました。 

◆2014-2015 年度地区主要行事 

◆地区ホームページ入力用パスワードについて 

◆第一回所沢市内 5 クラブ会長幹事会開催 

 8 月 8 日(金) 午後 6 時 30 分～ 「麻屋」 

◆例会変更・・・飯能 RC 

◆週報・・・飯能 RC、所沢 RC、新所沢 RC、 

入間南 RC 

 

クラブ管理運営委員長    高橋 和男 

 皆さんこんにちは。今日は所沢市内 4 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

の会長・幹事様ありがとうございます。 

 来週の 15 日は夜間例会「ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ」です。

午後6時点鐘 親睦委員は5時集合ですのでよろし

くお願い致します。 まだ出欠席返事のない会員の

方がいらっしゃいますので今日中にお願い致しま

す。 

 

 

 

 

任期満了のご挨拶 

    2013～2014 年度

第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐  室伏 秀樹 

拝啓 

時下ますま

すご清祥のこ

ととお慶び申

し上げます。 

本年度の RI

会長ﾛﾝ･ﾊﾞｰﾄﾝ

氏は、「ﾛｰﾀﾘｰを実践しみんなに豊かな人生を」と提

唱されました。 

当地区中井ｶﾞﾊﾞﾅｰは「継続」「変革」「簡素」「充

実」を提唱され、地区分担金を 2万円に減額し、地

区大会もそのように実践されました。また印刷物を

減らし、特にｶﾞﾊﾞﾅｰ月信はﾒｰﾙ配信されました。 

私はｶﾞﾊﾞﾅｰ方針により IMを中止し、ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問を

それに代わる市単位での合同例会を提案しました。

所沢 5 ｸﾗﾌﾞと飯能・日高 2 ｸﾗﾌﾞで実現しました。 

4月にはﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄを皆様に依頼し、これからの

道しるべとするべく意見を集約されました。 

残念ながら中井ｶﾞﾊﾞﾅｰでなくてはできない折角

の改革も、次年度への継続はなりませんでした。 

さて、本年度の RI会長賞に飯能ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが選出

されました。 

2570地区で 2 ｸﾗﾌﾞのみの栄誉ある表彰です。 

また意義ある業績賞に所沢東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが表彰さ

れました。おめでとうございました。 

なにはともあれ、所沢西の会長を次年度の都合に

より 2年連続、経験豊富ということから、中井ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰよりｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を突然指名され、つごう 3年間の

苦節を皆様のご協力により乗り切ることができま

した。 

 

これからは、普通のﾛｰﾀﾘｱﾝとして、ﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを満

喫していきたいと思います。 

いたらぬ補佐ではありましたが、皆様のご協力に

感謝申し上げ、任期満了のご挨拶とさせていただき

ます。 

一年間ありがとうございました。 

 



所沢市内 4 クラブ今年度会長・幹事様 

所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様   新所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様 

所沢東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様    所沢中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 内田 勉様 ・ 幹事 倉片 

 順司様   一年間よろしくお願い致します。 

新所沢ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 長沢 友雄様 

      新しいページが開かれました。所沢市

内初めての女性会長誕生です。 ガン

バッテ下さい。 

所沢東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 肥沼 一彦様 

幹事 洞口 史典子様 

 本日は御世話になります。今年一年、

西クラブにとって良い年であります

様お祈りいたします。私達も東ｸラブ

のために頑張ります。 

所沢中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 会長 滝島 正男様 

幹事 土方 芳夫様 

       一年間よろしくお願いします。夜間

例会ですのでどうぞメーキャップに

お出で下さい。 

鈴木 真澄 本日は所沢 4 クラブの会長・幹事の皆 

様にはお忙しい中メーキャップにお

越しいただき有難うございました。 

堀江 大  所沢 4 クラブの会長・幹事様一年間よ 

ろしくお願いします。 

室伏 秀樹 市内各クラブの会長・幹事の皆様、こ 

れからの大任御苦労様です。前年度は

御世話になりました。 

 

栗原 和明 所沢市内の 4 クラブの会長・幹事様よ 

うこそお出で下さいました。一年間ど

うぞよろしくお願い致します。又、昨

年中は色々御世話になりました。 

内田 学  所沢 5 クラブの会長・幹事様ようこそ。 

先週休みました。 

本橋 正夫 昨日、所沢市長より青少年育成功労賞 

を戴きました。長年、氷川神社のやき

いも大会の燃料用の薪を持って行っ

ただけです。 

 

 

 

 

          

司会 鈴木 真澄会長 

 

♥プログラム委員長      室伏 秀樹 

会長方針にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

委員会に関することが

一番に掲げられていま

す。 

前年度にｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐と

して、第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12 ｸ

ﾗﾌﾞを訪問しました。我がｸﾗﾌﾞの卓話は、他に比べ

優れていると思いました。この水準を維持できるよ

う努力しますが、皆さんからも講師を推薦していた

だきたくお願いします。 

 

♥ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長・ｸﾗﾌﾞ研修委員長 

                内田 学 

 ﾛｰﾀﾘｰとは、なんぞ

や。自分でも良くわか

りませんが、新入会員

と共に勉強して行き

たいと思います。皆様

よろしくお願い致し

ます。楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌを送りましょう。 

 

 

 

 

クラブ協議会 



♥米山奨学委員長       石井 秀夫 

 米山奨学事業の遂

行の為に皆様に御理解

を頂き、米山功労者に

なって頂く様お願い致

します。 

 活動計画といたしま

して、国際親善に寄与する為に出来るだけ事業に参

加します。 

 

♥会場監督（SAA委員長）   石井 秀夫 

基本方針といたしま

して、楽しい雰囲気を

作りその中にも、規制

ある例会作りを致しま

す。 

活動計画といたしま

しては、例会中に、私語を慎んで席を立たない等、

卓話の講師やお客様に不快な思いをさせないよう

気を付けます。 

食事の無駄を無くすため事前の届け出の励行を

お願い致します。 

 また席が固定にならないようにして、多くの人

と親睦が深まりますよう努力致します。 

 

          

今週の担当  宮岡 實 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


