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会長の時間         内田 学 

皆様の御支援、御

指導、御協力により、

二期連続の、内田年

度が始まります。1

年間の船旅が、後少

しという時期に、バ

タバタと続投となりましたが、髙橋幹事も、どうに

か健康を取り戻して、一安心でしたが、石井 秀夫

親睦担当委員長には、予算の削減で、心配をして頂

き、第 1 回の理事会で参加費をいただいても皆様が

納得していただける活動にしたいと思います。 

所沢市内 5 クラブとの、合同事業、合同例会も、

例年同様に考えております。会員の皆様の御支援、

御指導をお願い致します。 

また会員の皆様の御健康をお祈りして、本日の会

長の時間を終わります。1 年間宜しくお願い申し上

げます。有り難うございました。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

理事会報告 

■新年度基本方針説明

（会長） 

■28 年度会費・事業参

加費納入のお願い 

■青少年交換プログラ

ム  資金協力  １人

3000 円 

■8 月 3 日 夜間合同例会西担当 PM6:30 点鐘 

■ニコニコボックスへのお願い・・・ 

事業計画書 P11 

 11 .例会無断欠席でﾒｰｷｬｯﾌﾟしない場合 

            2,000 円以上→3,000 円 

 12、無断欠席でﾒｰｷｬｯﾌﾟした場合 

            2.000 円以上→2,000 円 

13、例会届出欠席でﾒｰｷｬｯﾌﾟしない場合 

           2,000 円→1,000 円 

理事会報告 

◆7 月のロータリーレート 1$＝102 円 

◆第 50 回インターアクトクラフﾞ年次大会開催・・

7/31(日) 狭山ｹ丘学園 

◆例会変更・・・入間 RC、所沢 RC、新所沢 RC、 

■出席報告 

月 日 7/5 

会員数 27 

出席者 24 

出席率 92.6％ 

前回修正 － 

 

 中村 茂 

室伏 秀樹 

 

本橋 正夫 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

7/12 ｸﾗﾌﾞ協議会 

7/19 ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ 

 夜間例会 ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ 

7/26 卓話 

8/2  振替休会 

7 月ご夫人誕生 

小久保たえ子  

山﨑千鶴子 



        所沢中央 RC 

◆週報・・・・・新所沢 RC、所沢東 RC 

 

 親睦委員長        石井 秀夫 

 みなさん、こんにちは。本年度、親睦委員長を仰

せつかりました石井です。どうぞ宜しくお願い致し

ます。本年度のスターティングパーティーはご案内

の通り、7 月 19 日（火）ベルヴィ ザ・グランで

PM 6 時より行います。皆様のご参加宜しくお願い

致します。 

 

ニコニコボックス       石井 實  

2015~16 年度理事（内田・山﨑・鈴木伴・荻野陽・

栗原・師岡・山田・堀江・吉田栄・鈴木真・髙橋） 

     大変お世話に成り有難うございました。 

         第 1413 回例会週報 記載漏れ 

川島 寿子様  ﾋﾞｼﾞﾀｰです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内田 学  2 度目の第一回目の例会です。一年間 

宜しくお願い致します。ゲストの川島 

さん、ようこそ所沢西 RC へお出で下 

さいました。 

髙橋 和男 一年間宜しくお願いします。川島様入 

会是非お願します。お待ち致していま 

す。 

鈴木 真澄 川島寿子様、本日はオブザーバーとし 

て当クラブを訪問していただき有難 

うございます。会員全員で入会歓迎し 

ます。 

吉田 栄治 川島さん 本日の参加有難うござい 

ます。当クラブはわりと気楽なクラブ 

です。気に入って入会して呉れたら 

嬉しいな・・・・ 

本橋源太郎 クラブ管理運営委員会の本橋です。 

      一年間宜しくお願いします。 

室伏 秀樹 今年も又、理事です。増強にご協力 

を！！ 

荻野 陽一 奉仕プロジェクト委員長を仰せつか

りました荻野です。一年間宜しくお願

い致します。 

堀江 大  一年間宜しくお願いします。 

師岡 友次 今年度社会奉仕委員長を務めさせて

いただきます。宜しくお願い致します。 

山田 富男 新年度会計です。よろしくお願い致し

ます。 

石井 秀夫 本年度副幹事を仰せつかりました。一

年間宜しくお願い致します。 

石井 實  今年度出席・ニコニコ委員長に指名さ

れました。御協力宜しくお願い致しま

す。 

荻野 安次 最年長者です。今年も宜しくお願いし

ます。 

小久保 昇 最終例会多くの参加有難うございま

した。 

須澤 一男 30 年間週報委員を続けています。今

年も宜しくお願い致します。 

大舘 信夫 当社、店舗の 島忠所沢店 7 月 10 日

に閉店します。42 年間お世話になり

ました。又北野下富線は一部来年 3 月

に開通します。 

大原 律子 内田会長様、髙橋幹事様 新年度スタ

ートおめでとうございます。一年間ど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾊﾞｯﾁ交換 

内田会長 ⇔ 髙橋幹事 



 

 

 

 

 

✿ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長    本橋源太郎 

クラブ管理運営委

員会委員長を仰せつ

かった本橋です。 

クラブ管理委員会

としては、「出席・ニ

コニコ」・「クラブ会

報」「親睦担当」「プ

ログラム」の４委員会を担当致します。 

「出席・ニコニコ」においては、石井實委員長のも

とに善意あるニコニコをお願いし、無断欠勤撲滅に

力を注ぎたいと思います。 

「クラブ会報」においては、須澤委員長のもとに、

市民等ＨＰの認知度を上げていきたいと思います。 

「親睦担当」においては、石井秀夫委員長のもとに、

参加者の集まる日時・場所・参加費を考えて、早期

に立案し、会員に連絡したいと思います。 

「プログラム」においては、上野委員長のもとに、

限られた予算内で、会員の為になる講師選択を早期

に立案したいと思います。又会員全員からの講師の

紹介をお願いしたいと思います。一年間宜しくお願

い致します。 

 

✿出席促進・ニコニコ委員長  石井 實 

出席は、実質の出

席をよくするために、

出席免除の方もやむ

なく欠席のときは、

事務局または出席委

員までご連絡をお願

いします。 

 ニコニコは、気持ちよくニコニコの表に則ってご

寄附をだして頂き 西ロータリーの活動に役立てて

いただきますように、皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

✿クラブ会報委員長     須澤 一男 

  今年で 32 年に

なる当クラブです

が、30 年は会報委

員をやっています。

見やすい会報と思

っていますが、今

は事務局が写真や

文を考えてくれて

います。本人には言っておりませんが、最近は写真

の入れ方、文の作り方がかなり上手になってきてい

ます。これからは発表した方は必ずﾒｰﾙか原稿を書

いていただきたいと思います。 

 

✿親睦委員長         石井 秀夫 

 本年度の親睦委

員会といたしまし

ては、年度計画書通

りの基、以下の活動

計画を発表します。 

 

1、 親睦行事 

① ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ   7 月 19 日(火)  

ﾍﾞﾙｳﾞｨ ザ・ｸﾞﾗﾝ 

② 親睦旅行      10 月頃予定 

③ ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ     12 月 17 日(土) 

④ 新年会       1 月 10 日（火） 

⑤ お花見会      4 月予定 

⑥ ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ   6 月 27 日（火） 

2、親睦ゴルフ 

  ① 秋のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

  ② 春のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

3、記念祝福 

  ①会員誕生 

  ②ご夫人誕生 

 予算は大変厳しい中の運営となりますが、会長方

針の通り楽しい親睦行事にしたいと思いますので、

皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

クラブ協議会 



✿プログラム委員長      上野 孝二 

 今年度プログラム

委員長を受けました

上野です。会員の皆様

にお願いがあります。

会員の皆様の職業及

び趣味を通じて例会

での卓話をお願いします。 

 今年の規定審議会が開催され、クラブ関係の主な

決定事項の中で、例会は月に 2 回以上で良いとの事

ですので、今年度の例会の回数が大きく減りました。   

 その為にも卓話の充実が必要になってきますの

で是非推薦する方がいましたら御紹介をお願い致

します。 

 

✿会員増強委員長          室伏 秀樹 

6 月末日で 6 人の

大量退会者で、クラ

ブ維持が一段と厳し

くなった。なんとして

も増強し、分類、情報

委員会の仕事を作ら

なければならない。

過去の退会者の子弟の勧誘はもとより、全会員の強烈

なご協力により純増 3 名を最低目標に努力していきま

す。 

特に前任の栗原和明さんには、入会予定者を紹介

していただき確実なものとしていきたいと思います。 

 

✿分類・選考委員長      吉田 栄治 

分類・選考委員

会より、委員長の

吉田が、ご報告申

し上げます。今年

度の委員長を、仰

せつかりましたの

で宜しくお願いし

ます。 

年度計画書の通り、会員の皆様の絶大なるご協力

により、入会希望者がでないと仕事がありません。

基本理念は、来る者拒まず、です。 

 

入会基準も大幅に改善されましたので宜しく頼

みます。      

 

✿ロータリー情報委員長    山田 富男 

 ロータリー情報を

広報・例会を通して会

員に提供し、ロータリ

アンとしての自覚を

認識して貰う。3 年未

満の会員や新入会員

にはロータリーを早

く理解していただけるよう解りやすい情報の提供

をしていきたい。退会防止の施策を考える。 

 

✿広報・雑誌委員長      大舘 信夫 

  ロータリー情報、

例会を通じて提供

しロータリアンと

しての自覚を認識

して貰い解りやす

い情報の提供を行

う。 

又、一般の方にもロータリーの活動を知って貰え

る様に新聞等に広報する。 

 

          

 

今週の担当  本橋 源太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


