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第1335回例会平成27年7月21日(火)発行(No･2号)

(　　　第1336回

2015年7月21日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢それでこそロータリー｣

卓　話｢イニシエーション･スピーチ｣

宇津野芳志男会員　大熊　博会員

岡崎　渉会員

第1337回

ノー､　　2015年7月29日(水)

点　鐘18:30

場　所　さいたまスタジアム･ビューボックス

｢親睦夜間移動例会｣

浦和レッズvSヴァンフォーレ甲府

7/28(火)の例会変更

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1335回･ 2015年7月14日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

ソングリーダー吉村千秋会員

会長挨拶　町田信行会長

幹事報告　上野拓也幹事

ご挨拶　第2グループガバナー補佐

田中　豊様

英語弁論暗唱大会後援金の贈呈

町田信行会長

7月の誕生祝い　町田信行会長

委員会報告　クラブ運営管理委員会

中川泰次郎親睦活動担当委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

富樫　孝委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

熊田満子委員

卓　　話『クラブ協議会』年度計画発表
各委員会委員長

長期基本問題特別委員長

点　　鐘13:30　町田信行会長



JLカー象

ここ数日､梅雨も一休みかなというような､夏を

思わせる天候がつづいております｡また､台風の進

路も気になるところです｡土曜､日曜日は私の地元

の熊野神社のお祭りがあり､重さ400kg位の御輿を担

ぎ廻りました｡三日間お祭り一色でした｡

このところ､イスラム国､ギリシャの財政危機､

中国の南シナ海､東シナ海での施設建設など国際的

な不安要因が発生しておりますが､我々ロータリア

ンにできることは､粛々と､奉仕活動を通じて､地

域社会､国際社会へ｢プレゼント｣をすることだと

思っております｡

本日は､第2グループガバナー補佐田中豊様､ガ

バナー補佐幹事関祐之様がおいで下さいました｡ご

指導よろしくお願いいたします｡また､浦和ダイヤ

モンドロータリークラブ広瀬隆様ようこそ､歓迎致

します｡

今日は先週に引き続きまして､クラブ協議会､年

度計画発表です｡各委員会委員長､長期基本問題特

別委員会委員長よろしくお願いいたします｡

今年度田中ガバナー補佐は､ ｢明るく､楽しく､

分かりやすいロータリー｣を目標にしておられます｡

また､

地区活動方針｢ロータリーは奉仕を通じて､人づくり､

自分づくり｣

地区運営方針｢ロータリーを学ぼう､そして楽しもう｣

をスローガンに掲げ､

地区活動方針として

○ポリオ撲滅

○会員増強

○奉仕活動の支援

ORI会長賞への挑戦

ORI戦略計画と中核的価値観の理解と実践

を5つの柱としています｡

我がクラブも､この活動方針に沿ってロータリー

活動を展開し､奉仕を通じて自分を向上させ､人づ

くり､自分づくりへ積極的な行動をしていきたいと

思っております｡

地区役員の皆様には今後ともご指導を賜り､田中

ガバナー補佐の｢明るく､楽しく､分かりやすいロ
ータリー｣の実践に取り組んでまいります｡どうぞ

よろしくお願いいたします｡

lLl.-ytへの

プレゼントになろう

□米山記念奨学会より､ 3,000万円達成クラブとして

推奨し感謝状を贈呈しますとの案内が届いております｡

達成クラブ表彰状は､地区大会で表彰後当クラブに

届きます｡

□8月1日､奉仕プロジェクト部門セミナーが開催

されます｡

□8月9日､管理運営部門セミナーが開催されます｡

会長､会長エレクト､各委員長､担当委員長のご出　′ヽ

席をお願いいたします｡

□豊田会員の息子さんが､和田会長年度にブラジル

に留学された時に貰ったバナーを例会場のバナー掲

示場所に貼らせて頂きますのでご覧下さい｡

さいたま市教育研究会外国語専門部長
さいたま市立桜山中学校校長　　　　阿久津一浩様

第2グループガバナー補佐(浦和西RC)田中　豊様

ガバナー補佐幹事　　　(浦和西RC)関　祐之様

浦和ダイヤモンドロータリークラブ　　広瀬　隆様

さいたま市教育研究会

外国語専門部長
阿久津一浩様
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′し壬ナ鼻_

国際ロータリー第2770地区
第2グループ

ガバナー補佐　田中　豊様

補佐幹事　　閑　祐之様

今年度スローガン｢明る
く､楽しく､分かりやす
いロータリー｣

今年度は､ My Rotaryへの登録を進めております｡

ご協力をお願い致します｡
一年間｢楽しく｣やりたいと思います｡どうぞよ

ろしくお願い致します｡

クラブ運営管理委員会
金子　努委員長

委員会ターゲット｢クラブ例会は､ロータリーの基本括軌
活動計画
･充実した例会卓話を企画する
･出席率の向上を図る､ 90%目標

･地域と連携した例会の企画
･会員相互及び会員家族の親睦例会を企画する

･会員の誕生日祝い及び慶弔に常に留意する

･ RLIへの参加奨励

･会長賞へのチャレンジに施策し協力する

′■ヽ

会員組織委員会
吉村千秋委員長

委員会ターゲット｢目標50名｣

活動計画
･会員増強に向けたクラブフォーラムの実施

･新会員とのロータリー情報交流会の実施

･ 3年未満新会員の集いへの参加

･全会員へ入会候補者カードの提出依頼

･クラブの職業分類の洗い直し､未充填の職業分類を

充足する

クラブ広報委員会
大熊勝巳委員長

委員会ターゲット｢一人一人がロータリーの広報マン｣

活動計画
･クラブHPの内容が常に最新情報になるように更新する
･地域参画例会等の記事を｢ロータリーの友｣に投稿

する
･ ｢ロータリーの友｣の記事を例会で紹介する

･週報に会員企業紹介欄を設ける
･クラブの奉仕活動をHPに掲載し､ロータリーの公共

イメージを向上させる
･ My Rotary全員登録

Be agift tD the world

地域奉仕プロジェクト委員会
山中重則委員長

委員会ターゲット｢地域社会と共に歩む奉仕活動｣

活動計画
･さいたま市中学校英語弁論･暗唱大会の後援
･浦和見沼太鼓保存会への支援

･緑区区民まつりの協賛

･地域と連携した奉仕活動

(見沼田んぼキレイきれい大作戦)
･東日本大震災復興支援活動の継続
･ペットボトルキャップ回収

･ RYLA研修セミナーへの参加

･企業訪問例会の開催

喝山一ト･
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国際奉仕プロジェクト委員会
柳　寿美恵委員長

委員会ターゲット｢国際奉仕の心を高めよう｣
活動計画
･ロータリー財団寄付の目標達成
･米山寄付の目標達成
･国際大会への参加
･国際奉仕事業の積極的参加
･米山記念奨学生との交流
･ノーザングアムRCとの交流

羽鳥和夫S.AA

委員会ターゲット｢行きたい､顔見たい､楽しみたい例会に｣

活動計画
･携帯電話のマナーモード切替案内

･例会時､ロータリーバッジ･名札着装の徹底

･例会中の私語禁止

長期基本問題特別委員会
内田康信委員長

委員会ターゲット｢時代変化に対応するクラjJ
活動計画
･ 3ケ月に一度､委員会を開催する

･理事会の諮問を受けて協議し､答申する

クラブ運営管理委員会

中川泰次郎親睦活動委員長

第1337回例会｢親睦夜間移動例会｣再度のご案内

現在14名の参加です｡皆様のご参加をお願い致します｡
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第2Gガバナー補佐田中豊様　本日はご挨拶に伺いま

した｡一年間楽しくやりましょう｡宜しくお願い

致します｡

ガバナー補佐幹事関祐之様　浦和西RCの関です｡本

日はよろしくお願い致します｡

浦和ダイヤモンドRC広瀬隆様　メーキャップで参加

させて頂きました広瀬と申します｡本日は､どう

ぞよろしくお願い申し上げます｡

町田信行会長　皆様こんにちは｡本日はクラブ協議

会の2回目です｡担当委員長の皆様よろしくお願

い致します｡田中ガバナー補佐､関補佐幹事よう

こそ｡浦和ダイヤモンドRC広瀬様ようこそ｡さい

たま市教育研究会外国語専門部長阿久津一浩先生

ようこそ｡ 9月1日には参加させて頂きます｡よ

ろしく!!

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡本日のクラ

ブ協議会楽しみにしておりました｡頑張って下さい｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡ガバナー補佐田

中豊様､ガバナー補佐幹事関祐之様､一年間よろ

しくお願い申し上げます｡浦和ダイヤモンドRC広

瀬隆様ようこそおいで下さいました｡さいたま市

教育研究会がいこくご専門部長さいたま市立桜山

中学校校長阿久津一浩様ようこそお出で下さいま

した｡

上野拓也幹事　さいたま市教育研究会外国語専門部

長さいたま市立桜山中学校校長阿久津一浩様9月

1日の第14回中学校英語弁論暗唱大会ではお世話

になります｡本日はお忙しい中ありがとうござい

ます｡ガバナー補佐田中豊様､ガバナー補佐幹事

関祐之様本日はご指導よろしくお願い致します｡

大島雅文会員　ガバナー補佐田中豊様､早々のご訪

問ご苦労様です｡

星野和央会員　｢暑いですネ｣と言ったほうが､何

か涼しく感じますね｡田中ガバナー補佐一年間よ

ろしく｡

豊田愛祥会員　その昔､次男がロータリー留学生で

ブラジルにいたと溝､訪問先でもらった2ヶ所の

ロータリークラブのバナーが出てきました｡それ

と私が前に訪問した武蔵府中ロータリーのバナー

と併せ3点をクラブに寄付します｡

感ト､

塵恥二･

Ill:界へのプレゼントになろう

羽鳥和夫会員　新年度スタートお目出とうございます｡

金子　努会員　あついですね｡お陰で昨夜の酒が抜

けました｡

篠原唯史会員　ガバナー補佐田中豊様ようこそ｡歓

迎致します｡阿久津校長先生､英語弁論大会の益々

のご盛会をご祈念申し上げます｡

斉藤忠治会員　気温の高い日が続きます｡会員の皆

様体調を崩さず元気に過ごしましょう｡田中ガバ

ナー補佐様､今年1年御指導よろしくお願い致し

ます｡

囲谷昭吾会員　ここ3-4日の暑さには参りますね｡

身体の置き所もないようで弱りますよ｡今日はク

ラブ協議会第2日目､関係の皆さんよろしくお願

いします｡第2グループガバナー補佐の田中様ご

多忙の所大変ご苦労様です｡今年度よろしくご指

導の程お願いします｡

吉田律子会員　皆様今日は｡猛暑にめげず､今日も

皆様のお顔が見れて倖せです｡内閣府がもめてい

ますが､我がクラブは和気あいあいで参りましょう｡

山中重則会員　こんにちは!毎日暑いですね｡昨日､

人手不足により私が足場工事担当したところ熱中

症になりまして､午前中でリタイアしました｡皆

さん気を付けましょう!!

岡崎　捗会員　小生の勤務地､群馬県板倉町や館林

市は最高気温日本一が多い地域です｡今年は何回

日本一になれるか?これから大変な季節です｡

繰越金54,698円　本日43,000円　計97,698円

出席報告
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例会日 剔告� 偬����欠席 挽薐�出席免除 偬��越b�
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長工レクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳
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