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会長の時間         内田 学 

皆様今日は、今年度でクラブを退会する方が 6 名、

そのうち、肥沼さん、宮岡さん、太田さん、平林さ

んの 4 名の方は、昨年度に退会のお話が皆様からお

聞きしましたが、昨年度の 5 月から 6 月にかけて、

お願いして半年クラブに残っていただくとお願い

したところ、皆様今年度 1 年間残って頂き誠に有難

うございました。今年の 3 月の末から、4 月に突然

の話で、緊急パスト会長会で次年度の会長の推薦を

頂きました。長年、先輩達の御指導を頂き、楽しい

ロータリークーラブライフを、心掛けて参ります。    

先輩の皆さん、有り難うございました。これから

も御指導、御鞭撻を宜しくお願いします。先輩達の、

ご健勝をお祈りして本日の会長の時間を終わりま

す。有り難うございました。 

 

幹事報告         鈴木 伴忠 

◆国際ロータリー2016 年規定審議会決定報告書 

◆2016~2017 年度 地区予算 

◆交換学生受入れのお願い・緊急会議開催の件 

◆2016 年度米山記念奨学部門ｾﾐﾅｰのご案内 

 7 月 9 日（土）午後 1：00～ 国立女性教育会館 

◆学友会ニュース 2016 年 6 月号 

◆第 1 回 第 3 グループ会長・幹事会のご案内 

 7/15（金）午後 6：30～ ベルヴィ ザ・グラン 

◆週報・・・新狭山 RC、入間南 RC、新所沢 RC 

      所沢東 RC 

 

ニコニコボックス     石井 秀夫 

内田 学  本年は有難うございました。次年度も

宜しくお願い致します。 

鈴木 伴忠 エンディングパーティーを残すのみ

となりました。一年間有難うございま

した。 

肥沼正之助 今日は出席の予定でしたが、昨日から

体調が悪くなり欠席とさせていただ

きます。長い間大変お世話になり有難

うございました。 

宮岡 實  今年度で退会させていただきます。30

年に渡りいろいろお世話になりまし

た。楽しい思い出がいっぱいです。本

当に有難うございました。 

太田 一夫 この度治療に専念します故、今年度で

退会致します。長い間お世話になりま
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した。有難うございました。所沢西

RC の御発展と御活躍をお祈り致しま

す。 

鈴木 真澄 内田会長エンディンングパーティー

を残し、例会は最後になりました。一

年間お疲れ様でした。来年度も宜しく

お願いします。 

大舘 信夫 先日、孫に初めてｼﾞｼﾞと言われました。 

大原 律子 内田会長様・鈴木幹事様・理事の皆様

大変お疲れ様でした。そして有難うご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 内田 学会長 

 

✿クラブ管理運営委員長    荻野 陽一 

皆さんこんにちは、クラブ管理運営委員長の荻野

です。不慣れであまり良い仕事が出来なくて申し訳

ありませんでしたが、経験豊かな各委員長に支えら

れ、又皆様のご協力をいただき無事各事業を行うこ

とが出来ました。ご協力感謝致します。会長の目指 

 

 

す楽しいロータ

リー活動が出来た

のではないかと思

います。来週のエ

ンディングパーテ

ィーもどうぞ宜し

くお願い致します。1 年間大変有難うございました。 

 

✿出席・ﾆｺﾆｺ委員長      石井 秀夫 

 本年度、ニコ

ニコボックスに

は皆様のご協力

をいただき大変

有難うございま

した。残すところ

エンディングパ

ーティーのみとなりましたが最後までご協力の程

宜しくお願い致します。特に後半、皆様のご理解を

いただきニコニコボックスへの積極的な参加を心

よりお礼申し上げます。一年間大変お世話になりま

した。有難うございます。 

 

✿クラブ会報委員長      須澤 一男 

 時代と共に週報も

見方が変わり、インタ

ーネットの時代にな

り、見る時代、読む時

代は一昔前の事の様

になってしまいまし

た。週報は原則ホーム

ページでお知らせし、希望者には昨年と同じ手渡し

でいたしました。 

 

✿親睦委員長          髙橋 和男 

 6 月 28 日（火）

エンディングパー

ティーを 午後 6時

30 分より堤新亭さ

んで行います。大勢

のご参加をお願い

致します。 

 

クラブ協議会 

宮岡さん 長い間ﾛｰﾀﾘ

ｰ活動有難うございま

した。お体お大切にお

過ごし下さいませ。 



✿プログラム委員長      本橋 正夫 

 今年度皆様のご協

力により無事 卓話講

師をお願いでき、終了

致しました。有難うご

ざいました。 

 

 

 

✿会員増強委員長         栗原 和明 

 皆さん今日は。会員

増強委員会委員長を

仰せつかっておりま

す栗原でございます。

当初は 3 人の増強を

めどに目指しました

が、残念ながら思うよ

うに行きません。まず来年 1 月から入会してくれる

という方は確約がとれました。又、入会してくれる

との事で交渉していた方は、1 年間保留とのことで

した。今日の例会後も女性会員の獲得を目指し勧誘

に行ってまいります。いずれにしましても、先の理

事会で 6 人の退会者が承認されましたので、所沢西

ロータリークラブの存続も厳しくなる状態であり

ますので、次年度は全会員一人一人が協力して頂き

新入会員が増強されます事をお願いいたします。 

 

✿会計            吉田 栄治 

今年度の会計を担

当してます吉田です。

５月末現在の状況を

ご報告申し上げます。 

 年度初めに建てま

した収入予算は、会員

数を前期 33 名、後期

38名の予定で￥8,835,000円でした。  

 しかし、実際は後期 38 名の目標が達成出来ず、

収入に 5名分の欠損（約￥550,000円）が生じまし

た。 

次に、支出の現状では、５月末現在での、総支出

￥7,174,568 円で予算上では￥1,660,432 円の残高

になっております。よって、６月の支出予想が、通

常例会２回他で約￥160,000 の予測で、残高予想が

￥1,500,000円となります。 

 また、現在の５月末の預金残高は￥1,480,731 円

です。予算上と実際の残高には 20 万円の差額があ

りますのは、収入が予算より少ないからです。 

以上が、会計担当からの予測と現状報告です。 

 

✿奉仕プロジェクト委員長   師岡 友次 

 今年度の基本方

針・活動計画に基

づき、諸事業が各

委員長・委員の皆

様の大変なご尽力

により無事終了す

ることが出来まし

た。皆様方のご指導ご協力に御礼申し上げます。 

 

✿職業奉仕委員長       室伏 秀樹      

企業見学 

2 月 9 日(火)に三

芳町上富の石坂産

業株式会社で行った。

会員 20名、事務局 1

名、ご夫人 9 名、元

会員のご夫人 2 名、

計 32名が参加した。  

昨年 5月 19日の例会で、石坂知子専務より卓話をし

ていただいた。「脱産廃業から環境企業への大転換」

である。1999 年の所沢ﾀﾞｲｵｷｼﾝ騒動がﾃﾚﾋﾞ朝日の誤

報から非難ごうごうとなり、産廃焼却から破砕分別に転

換し、現在では再資源化率 95%を誇る。また三富の自

然の保全にも努め「三富今昔村」ほかを運営している。 

三富語りべ館で懇親会を行い、余勢をかって市内に繰

り出し、２次会 3次会と大盛り上がりだった。 

 

炉辺会合 

6 月７日(火)に堤新亭にて行った。24 名の参加で西

ロータリーの誕生秘話や吉安ロータリーとの姉妹クラブ

締結秘話などをチャーターメンバーから伺った。 

認証式当日は雨で、会場の山口小学校の校庭がぐ

じゃぐじゃになり本橋組さんに補修してもらった。 

また、吉安との姉妹クラフﾞ締結にもこんな物語があり



ました。所沢クラフﾞで IMをした際、吉安から参加の邱さ

ん(バッチ制作等で梅沢先生のところを訪問)に紹介さ

れた。当初は台北を探したが２,３箇所断られた挙句で

した。 

 

✿社会奉仕委員長       師岡 友次 

 糀谷八幡湿地で一年を通して、小学生が貴重な経

験を出来る体験学習をｻﾎﾟｰﾄして来ました。下半期

には 2 月 14 日（日）市内 5 ｸﾗﾌﾞ共同事業子ども「と

うきち」将棋大会（第 14 回）が開催されました。

ご協力有難うございました。 

 

✿国際奉仕委員長       本橋源太郎 

国際奉仕委員長

の本橋です。国際

奉仕委員会として

は、今年度１２月

６・７・８日にお

いて、台湾吉安ロ

ータリークラブと

の、５年毎の姉妹ｸﾗﾌﾞ締結式を台湾・花蓮の地にて

無事に締結してまいりました。 

初めて伺いましたが、あの様な盛大な式典に感激

致しました。まだ、伺っていない方は是非今後参加

して頂きたいと思います。 

最後になりますが、ご参加して頂きました、内田会

長・山﨑夫妻様・室伏様・栗原様、誠に有難うござ

いました。 

 

✿青少年委員会委員長     上野 孝二 

  青少年委員会の

活動計画では大き

くわけて 6 つの活

動がありますが、我

がクラブでは高校

生社会就労体験が

主な活動方針です

が、ここ 2 年間位我がクラブへの依頼がありません。

多分我がクラブの近くの高校では生徒に就労体験

をさせたい高校が無くなった為だと思います。次年

度からは活動計画の変更を考えてみてはと思いま

す。 

✿ブライダル委員長       和記 毅 

 第 2570 地区ブラ

イダル委員会の合

同集会パーティー

へご参加をお願い

致します。 

 

 

 

✿財団・米山委員長      山田 富男 

  本年度 ロータ

リー財団や米山奨

学会にご協力いた

だき有難うござい

ました。 

ポール・ハリス・

フェロー 荻野 

陽一さん、師岡 友次さん マルチ・ポール・ハリ

ス・フェロー 内田 学さん、大舘 信夫さん、室

伏 秀樹さん 米山記念奨学会 鈴木 伴忠さん、

山田 富男さんです。 

 

✿会場監督（SAA）       堀江 大 

 基本方針に従って、

楽しい雰囲気をつく

り、その中にも規律あ

る例会作りを行なっ

てまいりました。   

 又、会員皆様のご協

力で、予算内で執行す

ることが出来ました。有難うございました。 

 

 

今週の担当  石井 實 

 

 

 

 

 


