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パスト会長の時間    小久保 昇 

「柳瀬川最上流をきれいにする会」上山口の有志

による川の清掃活動も 8 年あまり続いており、上山

口中の生徒も毎回多数参加しております。 

最近「文化幼稚園」の御協力により蛍も観賞でき

るようになりました。 

以前は山口貯水池よりｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰさせた水により

水流も結構あったのですが、東京都が勿体ないと水

を止めてしまったので、今では生活排水が主流とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は所沢東ﾛｰﾀﾘ

ｰｸﾗﾌﾞの巽です。 

平成の初２年頃

に一度入会して 4.5 年で退会していたのですが、仲

間人々と長い付き合いをしている内に平成 20 年頃

にもう一度入会することになりました。現在は浦和

に会社があり、建築関係の仕事をしています。当会

の上野社長には仕事の上でお世話になっています。

これからも宜しくお願いします。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

✿ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ NEWS 2016 年 8 月号 

✿〔RIJO-FAQ〕2016 年度規定審議会の決定報告

書と補足のご案内・配信履歴（~2016 年 6 月末） 

✿「第 15 回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁大会」のご案内 

■出席報告 

月 日 7/12 

会員数 27 

出席者 24 

出席率 89.3% 

前回修正 96.2% 

 

室伏 秀樹 

 

本橋 正夫 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

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  所沢市議会議長 

        中 毅志様 

8/2 振替休会  

 

お客様紹介 

所沢東RC 巽 正則様 



10 月 15 日(土) 9；30 受付 日本棋院会館本院 

✿日本赤十字社埼玉県支部長 上田 清司様から市

内 5 ｸﾗﾌﾞの熊本地震災害義捐金(1.000,000 円)の

受領証を頂ききました。 

✿ﾊﾞｷﾞｵだより 2016 年 7 月号 VOl.55 

✿週報・・・飯能 RC、新狭山 RC、狭山中央 RC、

所沢 RC、新所沢 RC 

 

  親睦委員会委員長     石井 秀夫 

 皆さんこんにちは。親睦委員会よりご報告致しま

す。新年度のｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰが 7 月 19 日(火)午後 6

時よりﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝで行われます。会員の皆様

の御参加をお待ち致しております。よろしくお願い

致します。 

 

ニコニコボックス      吉田 栄治  

所沢東 RC  巽 正典様 本日お世話になります。

宜しくお願い致します。 

内田 学  東ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 巽様 本日はようこそ。  

和記 毅  前回欠席しました。 

 

✿ 7/7（木）所沢市社会福祉大会があり、市

内5ｸﾗﾌﾞ共同高齢者支援事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで感謝

状を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 7/11（月）所沢市内 5 ｸﾗﾌﾞ会長・幹事   

藤本 正人所沢市長様 表敬訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長    荻野 陽一 

 皆さんこんにち

は、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

委員長を仰せつか

った荻野です。経

験不足ですが各委

員会の皆様、会員

の皆様にご協力い

ただき 1 年間努めて参ります。よろしくお願い致し

ます。 

基本方針：職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少

年・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ各委員会と協力して、活動に前進し各

委員会が盛り上がっていくよう図ります。 

活動計画：各委員会の活動計画の目標達成に協力

し、各委員会の向上を図ります。 

 

◆職業奉仕委員長      荻野 陽一 

 職業奉仕委員長を仰せつかった荻野です。よろし 

くお願い致します。企業訪問は、室伏さんにご協力 

いただきﾖｼｹｲさんを予定しています。さくらの花も 

とても綺麗だそうです。皆様のご協力よろしくお願 

い致します。 

  基本方針：ﾛｰﾀﾘｰの四大奉仕部門の一つ職業奉

仕は、奉仕の理念により職業を実践することとさ

れています。ﾛｰﾀﾘｰの原点を見つめ、会員全員で

実践していきます。 

活動計画： 

1）四つのﾃｽﾄの歌を毎回例会で唱和する。 

2）企業訪問の実施。  

3）炉辺会合を行う。 

 

◆社会奉仕委員長       師岡 友次 

 今年度は所沢

5 ｸﾗﾌﾞ共同事業 

子供「とうきち」

将棋大会が当ｸﾗﾌﾞ

主催で開催されま

す。会員皆様のご

協力をお願い致し

ます。 

ｸﾗﾌﾞ協議会 



 ﾛｰﾀﾘｰ財団の御協力を得て老人福祉施設等へｲｽの

寄贈も行います。一年間宜しくお願い致します。 

 

◆国際奉仕委員長       栗原 和明 

 皆さん今日は。

本年度国際奉仕

委員会委員長を

仰せつかりまし

た栗原でござい

ます。どうかよ

ろしくお願い致

します。先ず基本方針ですが政治・経済・文化・環

境等今や世界中が一個の団体の様に思います。国際

的情報化時代の中で相互理解を深めつつ、国際奉仕

活動を進めて参ります。活動計画ですが、 

1、姉妹ｸﾗﾌﾞの交流ですが今年度は花蓮市の吉安扶

輪社との交流ですが、十二月は忙しいので、1 ｹ

月前倒しで 11 月に行きたいと思いますので、宜

しく御協力の程お願い致します。 

2、国際大会への参加も考えております。 

 

◆青少年委員会委員長      中 毅志 

<基本方針> 青少年

奉仕活動の対象年齢

は 12 歳から 30 歳ま

での中学、高校、大

学そして社会人の若

者です。活動の範囲

を新世代へと広げる

事は、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの未来への投資です。青少年世代

への奉仕及び指導による地域社会への貢献活動を

推進できるよう努めます。 

＜活動計画＞ 

① ｲﾝﾀｰｱｸﾄ（12 歳~18 歳までの青少年）活動、 

② ﾛｰﾀｰｱｸﾄ（18 歳~30 歳までの青年）活動、 

③ 国際親善奨学金、⑥高校生社会就業体験など、

多くの活動の中から、ｸﾗﾌﾞに適した活動を実施

していきます。 

 

 

 

 

◆ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ委員会委員長     和記 毅 

＜ 基 本 方 針 ＞

2570 地区ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ

委員会の活性化並

びにこれを成功さ

せる為に皆様の御

協力をお願い申し

上げます。その為には多くの方々の事業参加をお願

い致します。 

＜活動計画＞積極的に合同集会ﾊﾟｰﾃｨｰへの参加を

お願い致します。 

 

◆財団・米山委員長      鈴木 真澄 

 財団・米山委員

会の事業内容を理

解して頂き、「ﾎﾟｰ

ﾙﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ」｢ﾏﾙﾁﾌﾟ

ﾙ･ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽ･ﾌｪﾛｰ」

「米山功労者」へ

一人でも多くの寄

付をお願いすることで、国際親善に寄与することが

委員会の主旨ですので、これから会員の皆様にお願

いをして、委員長としての責任をしっかりと果たし

てまいりたいと考えておりますので、皆様のご協力

を宜しくお願い致します。 

                      

◆ｸﾗﾌﾞ研修委員長        堀江 大 

9月から研修ｾ

ﾐﾅｰがあります

ので報告させて

頂きます。年 4

回頑張ってきま

す。 

 

市内 5クラブ共同事業・・・・ 先週金曜日に社協

さんより表彰されました。来年早々には市長さんよ

り表彰される予定です。 

本年は 4 ｸﾗﾌﾞで財団補助金申請し、許可頂きまし

た。本年もいこいの家へ椅子を寄贈いたします。 

幹事ｸﾗﾌﾞは所沢東さんになります。 

          

今週の担当  本橋源太郎 


