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ﾊﾟｽﾄ会長の時間      上野 孝二   

平成 29 年 1 月度の代理会長の上野です。1 月 17

日（火）はクラブ協議会です。内田会長年度も半年

を過ぎ、後半に入りました。役員理事の皆様には大

変御苦労をお掛けしていますが引き続き御尽力お

願いします。 

又、西ロータリークラブに次年度地区奉仕部門の

委員の推薦のお願いが来ていますので宜しくお願

い致します。 

今年は西ロータリークラブの担当で2月5日（日）

所沢 5 クラブ共同事業こども「とうきち」将棋大会

があります。会員の皆様の御協力をお願いします。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

✿ 2016 年度版手続き要覧印刷版（日本語）御注文

受付開始のお知らせ 

✿ ハイライトよねやま 202 号 2017 年 1 月 13 日 

✿「第８回 オリエンテーション」開催のご案内 

  ２月３日（金 ） 集合 13 時 埼玉グランド 

ホテル深谷 

✿ クラブ奉仕部門 次年度地区役員選出につい

て（お願い） 

✿ 荻野 美智子様から パスト会長 故荻野 賢司

様の葬儀の際のお礼状を頂きました。また、本日

は御子息の荻野 雅弘様が御丁寧に御挨拶にお越

しくださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出席報告 

月 日 1/17 

会員数 27 

出席者 22 

出席率 81.5％ 

前回修正 ― 

 

川島 昇 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

1/24 新井 規矩雄ﾌﾟﾛ 

 「ｺﾞﾙﾌについて質疑・応答」 

1/31 例会取止め 

2/7  例会振替 2/7 I・M 

2/14 例会取止め 

 



✿ 週報・・・飯能 RC 

 

ニコニコボックス      吉田 栄治  

上野 孝二 29 年 1 月度の代理会長です。ご協力

宜しくお願いします。 

堀江 大  本日、クラブ協議会上野お代理様宜し

くお願いします。 

須澤 一男 先日は荻野 賢司さんの葬儀に参列下

さいまして有難うございました。弟分

の私としてはとても淋しいです。 

今日は息子の雅弘君がお礼に来まし

た。宜しくお願い致します。 

石井 秀夫 年末のクリスマスパーティー、先週の

新年会 御協力頂きまして大変有難う

ございました。 

本橋源太郎 半年間有難うございます。後期も宜し

くお願い致します。 

中村 茂  用事が重なり新年会に欠席しました。

申訳ありません。 

大原 律子 明けましておめでとうございます。本

年もどうぞ宜しくお願い申上げます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

          司会 上野 孝二ﾊﾟｽﾄ会長 

 

◆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

員長の本橋で

す。 

クラブ管理

委員会として

は、「出席・ニ

コニコ」・「クラフﾞ会報」「親睦担当」「プログラム」

の４委員会を担当しております。 

「出席・ニコニコ」においては、石井實委員長の

もとに毎例会ごとにニコニコをお願いしておりま

すのでぜひご協力をお願い致します。 

「クラブ会報」においては、須澤委員長のもとに、

週報等を更新しておりますので、ご参照下さい。 

「親睦担当」においては、石井秀夫委員長のもと

に、無事に予定通り半期分が終了いたしまして、残

りの事業に向けて立案中です。ぜひご参加下さい。 

「プログラム」においては、上野委員長のもとに、

会員の為になる講師をお願いしております。まだ数

回の講師が未定ですので紹介をお願いしたいと思

います。詳しい内容については、各委員長よりご報

告致します。あと半期宜しくお願い致します。 

 

◆親睦担当委員長       石井 秀夫 

 クリスマスパーテ

ィー、先週の新年会

と皆様の御協力大変

有難うございました。

引き続き、お花見会、

親睦旅行、親睦ゴル

フと企画していきま

すので、楽しく盛り

上がります様、皆様の御協力宜しくお願い致します。 

 

 

 



◆会員増強委員長          室伏 秀樹 

 本橋源太郎会員の紹

介で、2 名 3 月から入

会が決定する。 

金岡 悟さん 昭和

49 年生まれ。 

内野 忍さん 昭和

48 年生まれ。  

他に入会勧誘し、年度内に 27 名の会員を、30 名

以上にしていきたい。皆さんの御協力をお願いしま

す。 

 

◆奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長      荻野 陽一 

 奉仕プロジェクト

委員会の 5 つの小委

員会中で職業奉仕委

員会は、4 月頃花見を

兼ね室伏さんのヨシ

ケイ様を見学させて

頂く予定です。 

 社会奉仕委員会は、2 月に行われる子供将棋大会

が西クラブの担当で会場も所沢市役所 8 階の大会

議室に変更になり今準備をしております。皆様の御

協力宜しくお願い致します。  

 国際奉仕委員会は、栗原委員長のもと、11 月に

台湾へ 7 名で訪問して頂いております。 

 

◆財団・米山委員長         鈴木 真澄 

 内田年度（32 年度）

スタート初月（7 月）に

ポール・ハリス・フエロ

ーは本橋源太郎さん、 

米山功労者は高橋和男

さん、マルチプル・ポー

ル・ハリス・フェローは

私  鈴木  真澄の三人に

ご協力を頂き私の役目は果たすことが出来ました。

協力戴いた皆さんに感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

◆会場監督（SAA）     石井 秀夫 

 例会欠席は前日の 11 時

までの連絡の徹底宜しくお

願い致します。食事の内容

について、従来のメニュー

以外でも対応出来るという

ことですので努めます。 

 

 

◆社会奉仕委員長       師岡 友次 

  第 15 回こども

「とうきち」将棋

大会が 2 月 5 日

（日）市役所 8 階

大会議室で当ク

ラブ主催で開催

されます。会員皆

様の御協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

◆会計            山田 富男 

  本日、中間会計報告書

をお配り致しました。御

確認下さい。だいたい順

調に活動しております

が、例会が月 2 回でもよ

くなり、ニコニコが少し

厳しいようです。どうぞ

宜しくお願い致します。 

 

◆市内5 ｸﾗﾌﾞ共同事業委員長   堀江 大 

 当クラブ 30

周年の時、所沢

市内いこいの家

等にテーブルを

贈り、本年度も

市内 4 クラブで

ｲｽ 42 本を届け

てきました。来年も宜しく御協力下さい。 

 

        今週の担当  石井 秀夫 

 

 


