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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
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土 屋 良 一
当 番 神田（敬）君、川口君

・点 鐘 和泉会長
・ソング 我等の生業
・米山記念奨学生 ラービアッザリさん
【会長報告】
齋藤先生のお見舞いに参り、夫人と事務局
長にお会いしました。お元気で冗談も出ると
の事で、皆様によろしくとの事でした。
地区では諸々の研修が行われています。本
日
「地区役員組織図」
をコピーして来ました。
国内３ゾーンのうち埼玉は第１ゾーン。
「埼玉
南東」
と、私達２５７０地区「埼玉西北」
の２つに
分かれています。東京は第２ゾーンで同様に
２地区に分かれています。２０３０年には国内
２．
５ゾーンとなり０．
５は外国をいくつか入れ
て３ゾーンの体裁を保つか、または２ゾーン
となる可能性もあります。しっかりと会員を
増やしていきたいと考えております。
ロータリー米山記念奨学推進委員の安藤泰
雄会員に感
謝状を贈呈
し ま す（拍
手）
。
ザリさん
に奨学金を
贈呈します
（拍手）
。
◎ザリさん：先月の例会は、森の
中で自然を感じながら食事をした
り良い経験をしました。有難うご
ざいました。今日はそれとは違う
雰囲気ですが、皆様の温かい気持

ちの中で、そのような良い気持ちになりまし
た。今月は試験と就職活動に頑張ります。
【幹事報告】
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・８／３（木） ガバナー公式訪問 安川電気武蔵クラブ
・８／１０（木） 新旧役員慰労激励会 夜間例会 魚いち
・８／１７（木） 休会（定款８-１-Ｃ）
・８／３１（木） 納涼例会 夜間例会 ニックス
◇入間南ＲＣ
・７／２６（水） 納涼家族会「入間基地花火の夕べ」点鐘１９時
・８／８、
１５（火） 例会取止め
（定款８-１-Ｃ）
・８／２２（火） 例会場変更 第一ホテル 点鐘１２時半
・８／２９（火） 例会場変更 フローレンス
◇新所沢ＲＣ
・７／２５（火） 移動例会 スターティング例会
・８／８（火） 例会取消
（８／１１法定休日）
・８／１５（火） 例会取消
（細則５）
・８／２９（火） 振替休会２６
（土）所沢中央と合同例会ＢＢＱ
◇所沢東ＲＣ
・８／３（木） 振替 納涼会
・８／１０（木） 休会
・９／１４（木） 振替 ９／１１市内５クラブ合同
ガバナー公式訪問
・９／２１（木） 休会
・１０／１２（木） 振替１０／８予定 ところざわ祭り
・１１／２３（木） 休会
・１２／２１（木） 振替 家族親睦例会
・１２／２８（木） 休会
◇所沢西ＲＣ
・７／２５、
８／１５（火） 例会取止め
・９／５（火） ガバナー補佐訪問
・９／１２（火） 例会振替 ９／１１市内５クラブ合同
ガバナー公式訪問

・９／２６（火） 例会取止め
◇狭山中央ＲＣ
・７／２５（火） 家族同伴夜間例会
・８／１５（火） 例会臨時変更
（定款６-１-Ｃ）
【委員会報告】
◎昨年度幹事
矢島（高）君
７／１９（水）１８時～小川年度反省会 清河園
【出席報告】無届欠席０

馬場出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
（ベトナム）藤原君、吉田（健）君
６／２９
吉田（武）君
７／９ （地区）木川君、中里（忠）君
（川越）木川君
７／１１
（日高）土屋（良）君、和泉君
７／１１
（入間南）半田君
７／１１
【結婚・誕生日祝】
神田（敬）親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう（印章付ペン）
細田（伴）君、神田（康）君、杉田君
◇会員誕生日おめでとう（ペア食事券）
４川口君、９田辺君、１０安藤君
２３神田（康）君
◇夫人誕生日おめでとう（キタムラのバッグ）
１８中里（昌）夫人
※結婚記念日の記念品は（ペアグラス）
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・入会記念お祝い有難うございます。
細田（伴）君、神田（康）君
・お誕生日お祝い有難うございます。
神田（康）君、安藤君、田辺君、川口君
・妻のお誕生日お祝い有難うございます。
中里（昌）君
・早退
神田（敬）君
本日計２０，
０００円、累計額４３，
０００円。
◎１９日例会当番は間邉、前島会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：和泉会長
◎増島宏徳クラブ奉仕委員長
中里忠夫委員と担当。クラブ奉仕は“five
avenues of service（五大奉仕）”の1st
avenueで、その後、2ndにVocational、3rdと
続く。水村部門委員長は「クラブの運営のた
めに活動する委員会です」とおっしゃった。
会長、関連委員会と協力して活動したい。増
強、例会活性化、出席向上、公共イメージ向
上は“Strategic plan”に入ってきた。地区
増強委員の中里（忠）委員からも地区の情報を
入れて頂き充実した事業を進めていきたい。
◎福島 毅出席向上委員長
細田吉春、馬場正春委員と担当。入会当時
も同じ委員会だったが何も分からず終わって
しまった。２人と相談しながら進めたい。会
員相互の声掛けと情報提供を奨励。ＭＵを推
進し他クラブのＭＵのお迎えをお手伝いしま
す。地区行事への参加推進、他地区ＲＣとの

情報交換を促します。１００％出席の方には
記念品を贈呈。ご協力お願い致します。
◎吉澤文男プログラム委員長
服部融亮、矢島高明委員と担当。プログラ
ムの充実で出席率と知識の向上をとのスロー
ガンを踏まえて、森前年度委員長からアドバ
イスを頂きながら企画運営していきたい。
１）連絡を密に、２）講師を紹介してもら
い、３）委員長に１回の卓話、４）広い分野
から講師を選定したいと思います。
◎大崎光二親睦活動委員長
中里昌平、神田敬文、本橋勝、坂本淳二、
大野泰規、加藤義明、田中敏雅委員と担当。
会長の
「行動目標」
の第１に
「委員会活動はまず
本人が楽しむ事から」とあります。中里（昌）パ
スト会長からも
「楽しむ事が秘訣」
と最初の委
員会で伺いました。まず８名で楽しみ、それ
を会員に伝播させていきたい。人に優しい、
ホスピタリティ溢れる委員会活動を念頭に一
致団結、会員相互の融和、理解の深まる企画
を計画実行したい。委員会内の方針は１）
「ローコスト＆ハイテンション」
で汗をかく。
２）保守と革新：守るべきところは守りつ
つ、変えた方が良いところは果敢にチャレン
ジを試みる。８／９にはヘリテイジ１１階に
一夜限りの歌声喫茶をオープン予定です。万
障お繰り合わせの上ご出席賜りたくご案内申
し上げます。申込み締切は７／２６です。
◎矢島 巌職業奉仕委員長
木川一男、大野康委員と担当。最近は使わ
れなくなっているようですが「職業奉仕は金
看板」
。英語は全然出来ないのですが「四つの
テスト」
英語版、あと１１回快くお付き合い下
さい。職業奉仕に関する卓話と、メッツァ見
学に春頃行けたらと思います。西脇さんから
ご指導頂きましたので、私が見本を見せます
のでご唱和下さい。
（四つのテスト英語版斉唱）
◎吉田行男社会奉仕委員長
細田伴次郎、半田 武委員と担当。地区研修
で勉強した
「さきたま古墳群」
の世界遺産化、
アイバンク登録推進、ブライダル委員会への
参加協力の３本柱を炉辺会議で申し上げたと
ころ、
執行部から
「飯能クラブに合った社会奉
仕を」
とのご指示。従って、ブライダルのみ協
力し、
メイン事業としては公共イメージ、
認知
度アップのため、昔作った「絵馬看板」等を
追跡調査して予算範囲内で直し、ロータリー
マークを小さく入れたいと思います。ほかに
例会卓話。ご協力をお願い申し上げます。
◎吉島一良会計
無事決算が出来る事になりました。繰越金
もほぼ予定通り２４０万円。総収入は２２６０万
円、前年と同規模の予算を組む事が出来まし
た。イタリアからの留学生とミャンマーの奨
学生
（３月まで在籍）
と２名の受け入れは過去
にも無かった気がします。職奉委員長も国際
性豊かなので新年度頑張っていきたい。社奉
の看板作りのために１０万円予算をアップし
ました。全ての委員会の事業費を合わせる
と、予備費が前年度は１１０万円あったので
すが今年は１０万円しか残りません。なるべ
く予算の中で残す努力をして、資金がショー
トしないようお願いします。財政調整積立金
はあるので大丈夫ですが、出来る限り予算内
で収まるようご協力をお願い致します。

