
 

第 1482 回例会 2017・6・27  

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間         内田 学   

 

 

 

皆様今日は、1 年間会員の皆様に助けられて、ヨ

ウヤク会長を終わることが出来ます。 

全米オープンの松山英樹選手が最終日猛チャﾚジ

で、2 位対の成績で世界ランクも 2 位になり、全英

オープンが楽しみです。 

本日は、猛暑日で明日から本格的な梅雨に入るそ

うですが、体調を御自愛ください。 

私事ですが、2015 年度の会長の時、秋ぐちから

会長エレクトに振り回され (アドバイスしても、聞

く耳持たず)、長い間培ってきた、台湾吉安ロータ

リークラブ、所沢５ロータリークラブとしての活動

を、次年度は改め、1 クラブとしての活動をすると

言われ、次年度はツマラナイと感じていたところ、

2016 年 3 月 27 日地区大会から、帰って着たとき、

突然の電話で、身体の都合で会長エレクトを辞退す

るよのことを言われ、アワテテ所沢の４クラブの次

年度会長、幹事の方々に連絡を取り、5 クラブ共同

での、活動をお願いしました。何人かの会員のかた

は、私が会長だから、もう一年残って頂きましたが、

私が会長をもう一年するから、会員の方々が辞めた

と某奥様が言っていると聞きました。自分では、身

体は丈夫だと思っていましたが、風邪だとおもい、

家の近く医院へ行くと、採血をしてその日に先生か

ら、電話が有り大きな病院で診てもらうように紹介

状を頂き、8 月 2 日に行き気がついたら 8 月 12 日

でした。退院、リハビリなどで、クラブの会員の皆

様には、色々御迷惑おかけしました。有り難うござ

いました。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

❀ 記事講座 参加のお願い・・・・６月 17 日、 

7 月 1 日 

❀ ロータリー財団への補助金申請額決定のお知ら   

■出席報告 

月 日 6/20 

会員数 29 

出席者 24 

出席率 82.8％ 

前回修正 96.6％ 

 

 

 

 

和記 毅 

石井 實 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 
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   夜間例会  堤新亭 

～～～～～～～～～～～～～ 

7/4  ｸﾗﾌﾞ協議会 

7/11 卓話 柴山 昌彦様 

  



 せ 

❀ 青少年派遣交換学生の「月次報告書」4 月分 

❀ ロータリー入門書（2016 年規定審議会に準拠） 

❀ 週報・・・新所沢 RC 

 

ニコニコボックス      吉田 栄治  

2016~17 年度理事＜内田・堀江・髙橋・本橋（源）・ 

室伏・荻野(陽)・鈴木（真）・師岡・山田・石井(秀)・ 

鈴木(伴)＞  一年間有難うございました。 

吉田 栄治 この度身体の衰えを感じるようにな

り、本年度に退会します。32 年余り

に渡り、変わらぬご厚情有難うござい

ました。当会の益々ご発展と会員の皆

様のご健康を祈念し、退会の言葉とし

ます。 

内田 学  内田年度 ベルヴィでは本日が最後

ですね。 

石井 實  一年間皆様のご協力に深く感謝致し

ます。 

室伏 秀樹 内田会長 途中で病欠半年あったもの

の、2 年連続の大任ご苦労様でした。

体験者として心痛を察します。 

石井 秀夫 残すところエンディングパーティー

のみとなりました。当日どうぞ宜しく

お願い致します。一年間ご協力有難う

ございました。 

中村 茂  前回欠席 

小久保 昇 先週欠席しました。 

小暮 博攵 前回欠席しました。 

大原 律子 内田会長様、髙橋幹事様、理事の皆様

大変お疲れ様でございました。そして

大変お世話様になり有難うございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ クラブ管理運営委員長   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

ラブ会報」「親睦担

当」「プログラム」 

の４委員会を担当しております。 

４委員会すべて予定通りに終了致しました。残す

ところ２７日のエンディングパーティーだけとな

りました。 

ぜひご出席を宜しくお願い致します。 

石井實委員長・須澤委員長・石井秀夫委員長・上

野委員長お疲れ様でした。 

また、会員の皆様ご出席有難う御座いました。 

詳細に付きましては、各委員長よりご報告致しま

す。一年間有難うございました。 

 

♦ 出席促進・ニコニコ委員長   石井 實 

総数２９名で一人

欠席しますと 3.5

パーセントになり

ます。ニコニコ年

間２９回の例会で

記念祝福が約 15

万円、その他で一

人年間２万 4 千円をご寄付していただきません

と、予算は達成出来ません。今年の予算 80 万円

残念ながら 90％しか達成できませんでした。次

年度に期待します。皆様のご協力に深く感謝しま

す。 

 

♦ クラブ会報         須澤 一男 

 皆さんこんにちは！ 週報委員長の須澤です。ロ

ータリーに入会して32年の間30年週報委員長をや

っております。なかなかメンバーを揃えるというこ

とは大変なことです。来年も堀江会長エレクトが週 

クラブ協議会 



報委員長をやっ

てくれと言われ

ましたので研修

旅行等これから

も宜しくご協力

下さいます様お

願い申し上げま

す。一年間有難うございました。 

 

♦ 親睦委員長        石井 秀夫 

  皆さんこんにち 

は。親睦委員長を 

仰せつかっており 

ます石井でござい 

ます。スターティ 

ングパーティーか 

ら始まり、先日の 

親睦旅行まで無事終了することが出来ました。これ 

もひとえに会員とご家族の皆様のご理解とご協力 

の賜物だと深く感謝致しております。本当に有難う 

ございました。エンデイングパーティーもどうぞ宜 

しくお願い致します。 

 

♦ プログラム委員長     上野 孝二 

 プログラム委員

会に会員の皆様に

は 1 年間ご協力を

頂きまして有難う

ございました。私

も 30 年近く西ク

ラブに入会させて

いただいておりますが、プログラム委員長は初め

てだと思いますが、歴代のプログラム委員長の御

苦労を身に締めて感じています。そこで提案です

がその年の役員及び理事の方はもちろんのこと

ですが会員皆様には、卓話の充実と楽しく学べる

魅力ある例会にしたいのでどなたか卓話者の推

薦をお願いしますので宜しくお願いします。 

 

♦ 会員増強委員長       室伏 秀樹 

皆さんのご協力のお陰で、新たな会員の増強ができ 

 

ました。 

3月１４日に2名

入会しました。金

岡 悟さん、内野 

忍さんです。本橋

源太郎会員の紹

介です。 

また、3月７日の理事会にて、松木修平さんの 7月か

らの入会承認を得て入会式を 7月 4日におこないます。

堀江 大会員の紹介です。 

3 月７日に鈴木真澄会員の紹介で、恒良優子さんが

例会見学にこられ、3 月２８日の例会にて持ち回り理事

会を開き入会承認を得て、４月４日のお花見例会から

入会しました。 

吉田 孝之会員が 12 月に退会し、純増 3 名の達成

間近です。 

 

♦ 奉仕プロジェクト委員長  荻野 陽一 

 奉仕プロジェク

ト委員長の荻野で

す。5 つの委員 

会がございますが

各委員長さんを始

め皆様のご協力の

お陰で全ての事業

を終えることが出来ました。有難うございます。 

特に今年度“とうきち子供将棋大会”の担当クラ 

ブになっておりましたが、役員の方を中心に多くの

皆様のご協力を頂き大変盛大のうちに開催するこ

とが出来ました。皆様有難うございました。 

 

♦ 職業奉仕委員長         荻野 陽一 

 職業奉仕委員長の荻野です。4 月 4 日、職業奉仕 

委員会と親睦委員会合同で、企業見学とお花見会を 

行いました。会員の室伏さんのご協力により所沢ﾖｼ 

ｹｲ様工場を見学させていただき、続けて駐車場より 

素晴らしい桜を拝見することができました。 

多くの皆様また新入会員の方とも参加いただき 

大変盛り上がりました。皆さんご協力有難うござい

ました。 

 

 



♦ 社会奉仕委員長       師岡 友次 

 所沢 5 クラブ

共同事業子供「と

うきち」将棋大会

が当クラブ主催

で開催され、会員

皆様のご協力に

依り、無事終了す 

る事が出来ました。ロータリー財団のご協力を得て、 

老人福祉施設等へのｲｽの寄贈も出来ました。 

ご協力有難うございました。 

 

♦ 国際奉仕委員長       栗原 和明 

 皆さん今日は 

国際奉仕委員の 

栗原です。 

基本方針とし 

まして、政治、経

済、文化、環境等

グローバルな国

際情報化時代の中で、相互理解を深めつつ国際奉仕

活動を進めていきます。との事でした。 

 活動計画として姉妹クラブの交流ですが、台湾花 

蓮市の吉安ロータリークラブに 11月 2日~4 日まで 

所沢西ロータリークラブ会員 7 名で行ってきまし 

た。相変わらずの大歓迎を受け、和やかな時をすご 

し友好を深めてきました。 

又、吉安ロータリークラブは今ゴルフが盛んで、 

吉安ロータリーに日本のゴルフボールをお土産に

持参しましら、正月の元旦にゴルフコンペを開き、

賞品としてゴルフボールを提出し、皆さんに喜んで

頂きましたと、後に吉安ロータリークラブの楊さん

からお話を頂きました。 

又、国際大会への参加ですが、2017 年 6 月 10 日 

~14 日まで米国アトランタで開催されましたが、私

は 6 月 17 日~24 日までアトランタとは反対側のサ

ンフランシスコやロスアンゼルスに行き、米国の様

子を見学して来ました。来年は 6 月 23 日~27 日カ

ナダのトロントで開催されます。 

来年は是非参加したいものです。以上です。 

 

 

♦ 財団・米山委員長      鈴木 真澄 

 財団・米山委員

会・ロータリー財

団委員会・米山記

念奨学金委員会で

構成されています。 

今年度は「ポー

ルハリス・フェロ

ー」は本橋源太郎さん、「マルチプル・ポール・ハ

リス・フェロー」は鈴木 真澄 「米山功労者」は

髙橋 和男さんで ７月には皆さんに協力戴くこと

が、決定しましたので、責務が終わったので一年間

安心して過ごすことが出来ました。 

 財団・米山委員会は寄付金なのでお願いしづらい

のですが、なるべく過去に寄付していなかった会員

にお願いするのがいいかと思います。それと自主的

に手を挙げて頂けると担当委員長は なおやりやす

いかと思いますので宜しくお願いします。 
 

♦ 副会場監督         石井 秀夫 

  皆様のご協力により、楽しい雰囲気の中で例会を

開催出来ました。一年間本当に有難うございました。 

 

♦ 会計            山田 富男 

  今年度会計の

山田です。厳し

い予算の為、一

部の委員会は、

少しオーバー気

味ですが、会員

皆様のご協力の 

お陰で、各委員会ともどうにか予定通りに終わりそ 

うです。まだ行事が残っていますが、5 月末の決算 

では 100 万位は繰越出来そうです。 

皆様のご協力ありがとうございます。 

 

           

 今週の担当  石井 秀夫 

 

 


