
 

第 1561 回例会 2019・7・9           ﾆｺﾆｺ 本日 106,000 円  累計 106,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長の時間        髙橋 和男 

  

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。本日より所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 35

期令和元年度が始まりますが、開始にあたり一言会

長としての挨拶をさせていただきます。 

 まずは鈴木直前会長をはじめとする直前理事の

皆様には一年間の労をねぎらうとともに伝統のあ

る当ｸﾗﾌﾞの適切なる運営にご尽力いただき無事に

本日を迎えられたことに心より感謝申し上げます。 

 有難うございました。 

 また今年度理事に就任された方々にはいろいろ

ご苦労お掛けする場面があると思いますが孫子の

代により良い日本及び世界を残すためとご理解い

ただき前向きなご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 さて RI 会長・ｶﾞﾊﾞﾅｰ及びわたくしの本年度方針

はこのあとのｸﾗﾌﾞ協議会で述べさせていただきま

すが、この場では一回目の例会ですのでちょっと基

本に戻り、「ﾛｰﾀﾘｰとは」ということを考えてみたい

と思います。 

 国際ﾛｰﾀﾘｰでは、「ﾛｰﾀﾘｰは人道的な奉仕を行い、

あらゆる職業において高度の道徳的な水準を守る

ことを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立

に寄与することを目指した、事業及び専門職務の携

わる指導者が世界的に結びあった団体である。」と

定義しています。具体的には「世の中のあらゆる有

用な職業から選ばれた裁量権を持った職業人が、一

週一回の例会に集い、例会の場での職業上の発想の

交換を通じて、分かち合いの精神による事業の永続

性を学び、友情を深め、自己改善を図り、その結果

として奉仕の心が育まれます。この例会における一

連の活動のことを「親睦」と呼びます。そして例会

で高められた奉仕の心をもって、それぞれの家庭・

職場・地域社会・国際社会で奉仕を実践します。こ

のようなことを行っている団体がﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞです。」

と説明されています。これが「ﾛｰﾀﾘｰとは？」とい

■出席報告 

月 日 7/2 

会員数 30 

出席者 26 

出席率 86.6% 

前回修正 ― 

師岡 友次 

山田 富男 

 

 

和記 毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

7/9 ｸﾗﾌﾞ協議会 

7/16 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 

7/23 例会取消 

7/30 所沢警察署 佐藤義伸様 

  7 月ご夫人誕生 

小久保 たえ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



う問いに対する答えでありますが、要は自分の一番

得意とする分野、それは自分の一生をかけて取り組

んでいる自分の職業であり、その職業を基本的なﾂｰ

ﾙとして異業種同士切磋琢磨し、その成果を奉仕と

いう形にし、世界平和のために費やすことを目指す

のがﾛｰﾀﾘｰという団体であり、またその目的を果た

すためには親睦が最大の要因であると解釈してい

ますので、本年度も昨年同様「楽しくなければﾛｰﾀﾘ

ｰではない。」という理念を踏襲し会員皆様とともに

楽しいﾛｰﾀﾘｰﾗｲﾌが送れるよういろいろな親睦事業

を展開していく予定ですので積極的なご参加をよ

ろしくお願い致します。 

 最後になりますがこの一年間が皆様にとって有

意義な一年となるよう最大限の努力をする所存で

ありますがそれには皆様ひとりひとりの温かいご

協力が絶対不可欠でありありますので絶大なるご

協力を切にお願い申し上げまして会長としての第

一声に代えさせていただきます。一年間よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会報告 

🌸 新年度基本方針の説明 

🌸 31 年度会費・事業参加費の納入のお願い 

🌸 35周年事業について 

🌸 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会・・・７月まで決定 

🌸 ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ会計報告   承認 

🌸 市内５ｸﾗﾌﾞ合同例会  8/7（水）17；30～ 

🌸 ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問 10/21（月）４ｸﾗﾌﾞ 

🌸 高齢者支援事業は 5 ｸﾗﾌﾞで継続 

 

 

 

 

幹事報告 

❖ 2018～2019 年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ茂木 正様から 地区内

各ｸﾗﾌﾞ会長幹事並びに会員皆様へ（2018～2019

年度を終了するにあたり）のお礼状を頂きました。 

❖ 2019 年 7 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ  1 ㌦＝108 円 

❖ 地区賦課金ご納入のお願い 

❖ 職業奉仕に関するご案内とお願い 

❖ 例会変更のお知らせ・・・所沢 RC 

 

🌷 引継ぎ 🌷 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木直前会長より 髙橋 和男 会長へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   師岡前幹事より 荻野 陽一 幹事へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内野さん、栗原さん、恒良さん 

お誕生日おめでとうございます。 

幹事報告         荻野 陽一 



ニコニコボックス      木下 精基 

2018-19 年度理事・役員 鈴木（伴）・大舘・髙橋・ 

      師岡・堀江・和記・本橋（源）・山田・

室伏・石井（秀）・内野・栗原・荻野 

      一年間有難うございました。 

（前回 記載漏れ） 

2019-20 年度理事・役員 髙橋・須澤・石井（秀）・ 

荻野・本橋（源）・鈴木（真）・内田・

内野・堀江・室伏・師岡・鈴木（伴）・

和記  

一年間よろしくお願い致します。 

髙橋 和男 一年間よろしくお願い致します。 

荻野 陽一 本年度幹事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。 

鈴木 伴忠 髙橋会長・荻野幹事新年度ｽﾀｰﾄ大変お

めでとうございます。素晴らしい年度

になります様ご祈念致します。 

師岡 友次 髙橋会長・荻野幹事さん 一年間宜し

くお願いします。 

石井 實  髙橋丸の無事なｽﾀｰﾄをお祝いします。 

須澤 一男 本日所沢ｼﾃｲﾏﾗｿﾝを警察に市長と共に

お願いに行きますので早退致します。 

小久保 昇 ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾃｨｰ御利用有難うござい

ました。 

小暮 博攵 髙橋年度のｽﾀｰﾄおめでとうございま

す。 

栗原 和明 令和元年髙橋会長・荻野幹事どうぞ宜

しくお願いします。 

本橋 正夫 髙橋年度始まります。理事」・会員の

皆様楽しいﾛｰﾀﾘｰにしましょう。 

室伏 秀樹 髙橋丸・荻野丸の船出を祝します。 

山田 富男 本年度宜しくお願いします。 

堀江 大  髙橋会長・荻野幹事です。宜しくお願

いします。 

木村 孝子 令和 新会長誕生 おめでとうござい

ます。お体に気を付けて頑張って下さ

い。 

恒良 裕子 新年度となり 又新たな気持ちで頑

張りましょう！ 

内田 学  髙橋丸 出航 船頭 荻野 陽一 ガン

バッテ 

 

中 毅志  髙橋丸の船出 おめでとうございま

す。今年度も青少年委員長としてお世

話になります。宜しく御願いします。 

本橋源太郎 髙橋会長 今年度一年間 頑張って下

さい。 

内野 忍  今年度もよろしくお願いします。 

金岡 悟  今年 1 年間宜しくお願いします。 

木下 精基 新年度新体制でのｽﾀｰﾄ気持ちよく頑

張ります。会員の皆様常にお声掛けし

ていきますので宜しくお願いします。 

徳江 和宏 新年度もよろしくお願いします。 

 

 

 

🌷 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長      本橋 源太郎 

 ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会

委員長の本橋です。ｸﾗﾌﾞ

管理運営委員会として

は、「出席・ﾆｺﾆｺ」・「ｸﾗﾌﾞ

会報」・「親睦担当」・「ﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ」の 4 委員会 

を担当します。 

「出席・ﾆｺﾆｺ」においては、木下委員長のもとに善 

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。  

 

「ｸﾗﾌﾞ会報」においては、自分が委員長のもとに、 

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、和記委員長のもとに、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。 

 

「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」においては、鈴木 伴忠委員長のもとに、 

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 

く御願い致します。 

 

 



🌷 出席促進・ﾆｺﾆｺ委員会      木下 精基 

（基本方針） 

 出席委員会としては、ﾛ

ｰﾀﾘｰの基本となる例会へ 

の出席率向上を皆様と共

に考えていきます。会員 

の皆様のご協力をお願い

します。 

（活動計画） 

1、 ﾆｺﾆ受付時に積極的にご協力を声掛けする。 

2、 ﾆｺﾆｺの利用方法を書面にて報告する。 

3、 退会防止に務める。 

 

🌷 ｸﾗﾌﾞ会報委員長        本橋 源太郎 

 今年度、ｸﾗﾌﾞ会報委員長

の本橋です。ｸﾗﾌﾞ会報委員

会としては、所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸ

ﾗﾌﾞの H・P 上に載せる写

真・記事等を厳選して会員

外の知名度 UP に繋げたい

と思います。週報に載せる原稿は当事者にお願いし、

早期回収する。活動写真は参加者にお願いし HP 上

にｾﾝｽ良く載せる。 

 

🌷ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長       鈴木 伴忠 

基本方針・・・ﾛｰﾀﾘｰなら

ではと思える卓話者を選

定します。 

活動計画・・・各業界の

裏話やう～～～んとうな 

るような裏話を聞けるような卓話者をお願いした 

い。 

 

🌷 SAA(会場監督)        堀江 大 

活 動 目 標・・・例会や

その他の会合で会が秩序

正しく楽しい雰囲気で運

営されるための進行役を

務めるのが S.A.A 委員会

の基本的役割です。 

会員相互の調和をアピールし、円滑な例会設営・

運営に努めます。 

食事、卓話者の配布資料等のチェック。 

例会運営が開始から終了まで円滑に進むよう、報

告・連絡事項が正確になされるよう気を配ります。 

会員相互の親睦と交流を図れるように、基本的な

席替えを 2 か月に 1 度実施致します。 

     

   

     

   今週の担当 本橋 源太郎 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


