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会長の時間        鈴木 真澄 

1 月 6 日の新年会では多くの皆様にご参加いただ

き有難うございました。 

お正月で皆さん不規則な生活とお酒の飲みすぎ

もあろうかと思いますので、内田会長エレクトの体

操で体を整えてから、今日のクラブ協議会を始めま

す。 

各委員会の報告では半期の予定が全て計画を終

了しているとのことでした、ただ一つ「にこにこ」

が少し未達なので後半、皆さんへのご協力のお願い

がありましたので、宜しくお願い致します。 

 微力な会長ではありますが、なんとか半期終了し

ました、これも会員皆様のご協力によるもので、感

謝、感謝です。 

 

幹事報告          堀江 大 

◆「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ」2015 年 2 月号 

◆〔RIJO-FAQ〕特別月間変更に関する補足 

◆2 月 14 日(土)に RLI-DL 養成講座開催 

◆第 3G 会長幹事会開催 1/23（金）18 時～ 

ﾗｲﾌﾞｽﾃ‐ｼｮﾝ狭山 

◆ﾊﾞｷﾞｵだより 第 46 号 

◆週報・・・飯能 RC、新所沢 RC 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

鈴木 真澄 先日の新年会には多くの皆様にご参

加いただき有難うございました。今年

もご指導、ご協力宜しく、お願い致し

ます。 

堀江 大  クラブ協議会、宜しくお願いします。 

小久保 昇 新年会御利用有難うございます。 

小暮 博攵 新年会に「コート」間違えてしまい、

関係者に御迷惑かけてすみません。 

石井 實  喜寿の御祝を戴きました。 

山田 富男 古希の御祝を戴きました。 

荻野 陽一 還暦の御祝 有難うございました。 

新井 正義 １月６日（火）ｺﾞﾙﾌ新年の初打で優勝

しました。ﾊﾟｰﾄﾅｰの室伏さん、堀江さ

ん、師岡さん御世話になりました。 

大舘 信夫 １月６日の新年会の前に３組でｺﾞﾙﾌ

■出席報告 
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荻野 賢司 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

1/27「消防広域化について」 

埼玉西部消防局 企画総務部 

次長 森田 浩之様 

2/3 「習慣教育について」 

ﾒﾝﾀﾙﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) 今村暁様 

  

 



をしました。その残金をﾆｺﾆｺします。 

内田 学  年賀状有難うございました。年賀状代

金切り上げてﾆｺﾆｺへ。 

台湾ｷｬﾗﾝﾊﾞﾝ隊 会計 内田 学 台湾ｷｬﾗﾊﾞﾝのお釣

りです。今回は酒の消費量が少なく会

計はﾋﾞｯｸﾘしました。 

山﨑 武邦 前々回欠席。ｸﾘｽﾏｽ会の記念写真有難

うございました。 

本橋 正夫 すみません。新年会に出られませんで

した。 

大原 律子 明けましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。Xmas 会と新年会 楽しませて

いただき有難うございました。 

 

 

 

 

 

♥クラブ管理運営委員長    髙橋 和男 

 皆さんこんに

ちは。ｸﾗﾌﾞ管理

運営委員長の髙

橋です。鈴木年

度も半分過ぎ予

定事業も皆様の

御協力により順調に消化され、残すは例会以外では

今年度はお花見がありませんので、3 月 27 日（金）

の 30 周年記念とｴﾝﾃﾞｲﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰとなりました。30

周年は台湾からの御客様も見えられますので是非

成功させたいと思いますので御協力の程お願い致

します。 

 

♥副会場監督          中村 茂 

 食事が無駄

にならないよ

う、欠席の場合

は必ず連絡を

お願い致しま

す。 

 

 

♥会員増強委員長       須澤 一男 

 先日、会長と

本橋  源太郎さ

んと 3 人である

人の加入に行っ

て参りました。

その人の話です

と 「他のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより、誘われているので、も

う少し待って下さい」 との事でした。先程会長に

聞いたところ、ﾛｰﾀﾘｰの後半に入会見込みと言う事

でﾎｯとしております。これからも会員皆様の御協力

をよろしくお願い致します。 

 

♥ロータリー情報委員長     内田 学 

 入会 3 年未満

の会員にﾛｰﾀﾘｰ

を早く理解をし

ていただく為の

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配り

たいと思います。

ﾒｰｷｬｯﾌﾟとﾆｺﾆｺとの仕組みを詳しく話したいと思い

ます。 

 

♥広報・雑誌委員長      新井 正義 

 今まで順調に推

移しております。

尚、本日配布のｶﾞ

ﾊﾞﾅｰ月信 1 月号

に山﨑 経策氏の

訃報が掲載されて

います。 

 

♥奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ副委員長    吉田 栄治 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

委員会の副委員

長の吉田です。

委員長の大館さ

んがお休みです

ので変わりまし

て委員会報告をします。９月の例会日の後、第１回

目の委員会を開催しました。 

 

クラブ協議会 



当委員会は五つの小委員会があります。三つの委

員会はそれぞれ事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがあります。青少年と、

ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙの二つの委員会はありません。地区委員会

への協力だけです。 

職業委員会・国際委員会・社会委員会はｸﾗﾌﾞ内に

事業ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを持っていますのでその実施について

の具体案の発表をして頂き、逐条審議しました。内

容に付きましては各委員会からの報告があります。

以上で当委員会からの報告とします。 

 

♥職業奉仕委員長        本橋正夫 

 前半の行事

企業訪問の横田

米軍基地見学が

終りまして、後

半に入りますが、

職業宣言の実践

及び４つのﾃｽﾄ

を唱和し、後半炉辺会議を必ずやります事を報告し

まして終わらせていただきます。 

 

♥社会奉仕委員長        中 毅志 

 上半期では、

糀谷八幡田んぼ

事業への参加と、

老人福祉施設等

への長机を寄贈

を皆様の御協力

で行いました。下半期には、平成 27 年 2 月 15 日(日)

に市内 5 ｸﾗﾌﾞ共同事業、子ども「とうきち」将棋大

会（第 13 回）が開催されます。御協力の程、よろ

しくお願いします。 

 

♥国際奉仕委員長       吉田 栄治 

 委員長の吉田です。国際奉仕委員会から事業報告

をします。９月の委員会で、高尾の観光を入れなく

ては参加が得られない、のではないか。との意見が

ありました。そのかたちで日程を組んで理事会に提

案したところ、12 月の例会が２回しか無い中で、

１回が潰れては困る、との事で。いつもの日程にな

りました。でも、12 名の申込みがあり、10 名の参

加で実施できました。創立 34 周年の記念式典は、

いつもの様に盛大に実施でき、さすが吉安ﾛｰﾀﾘｰの

方々です。また、当ｸﾗﾌﾞの 30 周年の招待状を、渡

たしましたら、20 名位は参加ますとの、お返事を

いただきました。実行委員会の方々宜しくお願いし

ます。以上が当委員会からの事業報告です。 

 

♥青少年委員長        上野 孝二 

 青少年委員会と

しては色々な活動

がありますが、西ｸ

ﾗﾌﾞが継続して活動

している学生が企

業を訪問しての就

労体験活動を重点的に行っています。 

 

♥財団・米山委員長       中村 茂 

 米山功労者に鈴木会長・堀江幹事・中村 

ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰに髙橋さん・山崎さん・和

記さん ﾏﾙﾁ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰに小暮さん・

平岡さん・山田さん 合計９人の方に御協力

頂き有難うございました。 

 

♥ｸﾗﾌﾞ研修委員長        内田 学 

 9 月 13 日（土）第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ「ﾌﾚｯｼｭﾛｰﾀﾘｱﾝ研修ｾ

ﾐﾅｰ」が狭山市立勤労福祉ｾﾝﾀｰで開催されました。

荻野 陽一さんと師岡さんの 3 人で出席致しました。 

 

♥会計            上野 孝二 

 皆様の手元に本日中間会計報告が配布されまし

た。確認をお願いします。前半半年間御協力いただ

きまして有難うございました。後半予算ｵｰﾊﾞｰしな

いように活動をお願い致します。又、ﾆｺﾆｺの予算が

年間 100 万に成っています。半年たって 369,384

円です。ﾆｺﾆｺの意味を御理解いただき達成出来るよ

うに御協力お願い致します。 

 

         今週の担当  宮岡 實 

 

 

 

 


