
第 1487 回例会 2017・8・8          ﾆｺﾆｺ本日 17,000 円   累計 168,932 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長の時間         堀江 大 

8 月１日 ＊水の日 

昭和５２年国土庁制

定。一年で８月が一

番水の利用料が多い 

水資源のありがたみ

を考える。 

 

＊花火の日 

昭和２３年戦中に禁止されていた花火が解禁さ

れた日 見えない花火紹介 

江戸時代に火薬の調合ミス 一瞬、真っ暗になる。

光らない沈黙を意図的に作りよりきれいな花火

を際立たせる。 

災害シリーズ３ 

避難場所と避難所の違い 

＊避難場所 

屋外のスペース、公園や緑地 

一時的な避難場所、飲料水や食料の備蓄はない 

＊避難所 

津波の会圧や高さがある、地震に対する耐震規定。 

また宜しくお願い申し上げます。一時的な生活場所 

水や食料の備蓄があり、滞在できる施設。 

一般的に小中学校の公共施設 

生活関連物資が配布できるのが条件 

自宅や職場でのもしもに備え確認を 

  

幹事報告         石井 秀夫 

理事会報告 

◆ガバナー補佐訪問 9 月 5 日(火) 木川 一男様 

◆秋の親睦ｺﾞﾙﾌ  11 月予定 

◆前年度決算報告・・承認 

◆木村 孝子さん入会の件・・・承認 

◆スターティングパーティー会計報告・・・承認 

◆九州北部豪雨災害被災者に対する義援金のお願

い・・・事業参加費から 1 人 1,000 円 

 

幹事報告 

◇ 2019－2020 年度ガバナー候補者推薦について 

◇ 九州北部豪雨災害被災者に対する義援金のお 

  願い 

◇ 2017年8月のロータリーレート  1$＝111円 

■出席報告 

月 日 8/1 

会員数 29 

出席者 27 

出席率 97％ 

前回修正 ― 

 

内野 忍 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

8/8「ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ」～当地域

の概要を所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの

方へ説明～ 所沢中央消防署 

  消防監  大河原治平様 

8/15 例会取消 

 

 

 



◇ 直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ 前島修身様より・・・・RID2570

会員の状況 

◇ 新しいロータリークラブ・セントラルをお試し

ください。 

◇ 2017-18 年度 ロータリークラブの手引きにつ

いて 

◇ ロータリー米山記念奨学会より 

 ＊普通寄付金：申告用領収証の受付開始について 

 ＊財団設立 50 周年記念式典のご案内 

 ＊ハイライトよねやま  208 号 

◇ 2017 年度 秩父音頭まつり参加のご案内 

◇ 第 51 回インターアクトクラブ年次大会の開催

について  8 月 10 日（木） 9：30～  

和光市市民文化センター 

◇ 職業奉仕部門セミナー 紫雲閣 8 月 19 日(土)   

13：30～ 

◇ 国際奉仕部門セミナー 紫雲閣  

9 月 2 日(土) 13：30～ 

◇ 第 1 回ロータリー財団部門セミナー 国立女性

教育会館 9 月 9 日（土）13：30～ 

◇ 日豪青年相互訪問候補者 リスト提出 依頼につ

いて 

◇ 2016～2017 日豪青年相互訪問団報告書 

◇ 第 38 回ちびっこフェスティバル「わんぱく相

撲大会」支援のお礼状を頂きました。 

◇ ガバナー補佐訪問点検事項に関するお願い 

◇ ガバナー補佐訪問一覧表 

◇ 例会変更・・・新狭山 RC 

◇ 週報・・・・入間 RC、入間南 RC、新狭山 RC、

狭山中央RC、所沢RC、新所沢RC、

所沢中央 RC 

 

ニコニコボックス       内田 学  

堀江 大  スターティングパーティー御参加有

難うございました。鈴木 真澄さん木

村さんご紹介有り難うございました。 

石井 秀夫 先日のスターティングパーティー皆

様の御協力で大成功に終わりました。

有難うございました。師岡さん有り難

うございました。 

石井 實  アイルランドに留学している孫がオ

ールアイルランドリーグの野球で優

勝し、MVP をいただいたとフェイス

ブックで知らせてきました。 

山田 富男 スターティングパーティー大変お世

話になりました。 

大舘 信夫 鈴木 真澄さん新入会員木村様の御紹

介大変有難うございます。 

中村 茂  業界の理事会の為本日早退。東京神田

まで行きます。 

荻野 陽一 前回欠席。 

鈴木 伴忠 前回欠席。 

大原 律子 先日のスターティングパーティーに

何も解らず入局致しました私にお導

き下さいました、元会員の渡部様が大

変お忙しい中、お越し下さり、恐縮と

感謝と喜びでいっぱいです。また、感

謝状や素晴らしい花束、たくさんのプ

レゼントをいただき本当に有難うご

ざいました。 

     

 

＊出席促進・ニコニコ委員長   中村 茂 

 ロータリー会員

の出席は義務であ

り、大変意義があり

ます。ロータリー精

神で 100％の出席を

お願い致します。無

断欠席をしますと 

食事代が無駄になりますので必ず御連絡下さい。 

 

＊会員増強委員長       大舘 信夫 

 年度計画に従っ

て、皆様の力添えを

いただいて、進めさ

せていただきます。 

＊ 全会員の方に入

会候補者推薦をお

願いする。  



＊過去の退会者の子弟の入会をお願いする。 

＊退会者の再入会をお願いする。  

という計画に基づき 7 月に退会者 2 名、新候補者 1 

名を訪問させていただきました。良い結果が出せる 

様、活動したいと思っております。 

 

＊ロータリー情報委員長     中村 茂 

 ロータリー情報を

例会を通じて会員に

提供し、ロ―タリアン

を早く理解していた

だけるよう、わかりや

すい情報の提供をし

ていきたい。 

 

＊奉仕プロジェクト委員長    本橋 正夫 

 副委員長さんに

は大舘 信夫様、山

田 富男様をお願い

し、職業奉仕委員長

に上野 孝二様、社会

奉仕委員長に山田 

富男様、国際奉仕委員長は栗原 和明様、青少年

委員長は中 毅志様にお願いし、本年度の RI テー

マ ロータリー : 変化をもたらす の元、頑張っ

て委員会を進めていきます。 

  

＊職業奉仕委員長       上野 孝二 

 職業奉仕委員 

会としての今年度 

の事業目標として 

桜の苗木の植樹と 

企業見学がありま 

すが、今年度移動 

例会をしたいとの 

要望があり、変更になりました。 

桜の苗木の事業はメインテーマとして進めて 

いきます。前回植樹する場所で町内会にお願いしま 

したが、なかなか決まらず苦慮しましたので、今回 

は市役所に行く用事がありましたので、教育委員長 

様にお願いをしました。出来るだけ数多く植樹をし 

 

たいと思っていますので御協力の程宜しくお願い 

致します。 

 

＊社会奉仕委員長           山田 富男 

 昨年度同様の活動を

したいと思います。 

活動計画 

・所沢５クラブ共同事業 

こども「とうきち」将棋

大会の実施 ・老人福祉 

施設等へロータリー財団の協力を得てイスを寄贈 

予定です。 

 

＊国際奉仕委員長           栗原 和明 

 昨年に続いての

国際奉仕委員会委

員長を仰せつかり

ました栗原です。 

どうぞ宜しくお願

い致します。 

まず基本方針です 

が、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、姉妹クラブ 台湾吉安扶輪社訪問ですが、先日

吉安扶輪社の楊さんと連絡をとりました。2017

年 12 月 6 日記念式典が開かれるとの事です。会

長及び奉仕クラブ委員長と連絡をとり、大勢の方

の参加をお願いしたいと思います。吉安扶輪社

Welcome and  Welcome だそうです。宜しくお

願い致します。  

２、地区の国際奉仕委員会に協力していきます。 

          

＊青少年委員長             中 毅志 

 青少年奉仕活動の

対象年齢は 12 歳か

ら 30 歳までの、ロー

タリークラブの未来

への投資と考えます。 

  次世代の世の中を 

託せる様な青少年への奉仕活動が出来ればと思っ 

 



ています。 

 また、活動計画としては、 

・青少年指導者養成プログラム   

・ロータリー青少年交換  

・高校生社会就業体験等 ありますが、これら多 

くの活動の中から、クラブに適した活動を実施して

いきます。皆様の御協力をお願いします。 

 

＊財団・米山委員長        本橋源太郎 

 財団・米山委員

会 委員長の本橋で

す。財団・米山委員

会では、ロータリー

財団・米山記念奨学

の２つの委員会を荻

野陽一委員長と１年間お世話になります。 

２つの委員会とも皆様のご理解を頂き基金への

参加をお願いしたいと思います。どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

＊ロータリー財団委員長     本橋源太郎 

ロ ー タ リ ー 財 団 

委員長の本橋です。ロ

ータリー財団では、皆

様のご理解の上、寄付

金を募っていきたい

と思います。どうぞ宜

しくお願い致します。 

 

＊米山記念奨学委員長       荻野 陽一 

今年度米山記念

奨学委員会の委員

長を仰せつかりま

した。 荻野と申し

ます。 

米山奨学事業に

ついて、皆様にご理

解いただき、事業遂行の為に皆様に米山功労者にな

って頂く様お願いいたします。その為にも自分自身

も趣旨をよく理解するよう勉強していきたいと思

います。 

 

又、国際親善に寄与する為に出来るだけ事業に参 

加するよう努めます。 

 

＊クラブ研修委員長         鈴木 伴忠 

  ロータリー活動

のための正しく深

い知識を持てるよ

う一生懸命頑張っ

て参ります。 

 

 

 

＊地区協議会実行委員長    室伏 秀樹 

 2570 地区 51 クラ

ブの設立順に幹事と

なり、設営します。 

現在ガバナーエレ

クトが決定していま

せん。意向に従いや

っていきます。 

慣例だと来年 4 月 22 日(日)藤本市長にお願いし、

早稲田大学所沢キャンパスの借用依頼中です。 

全会員の御協力をお願いします。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今週の担当  中 毅志 

 

 

 


