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通算 1880回

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

例会

平成28年9月7日
◎司会：中山康徳 SAA

◎点鐘：石井典男会長

●青少年奉仕委員会より

会長の時間
石井

18時30分

第２回オリエンテーション開催

典男 会長

９/18( 日 ) 国立女性教育会館 101 号
●ロータリーの友委員会より

情報募集の議題 ( 各クラブの奉仕活動を投稿お願いします ) 女性

本日の例会は、第 2570 地区より職業奉仕委員長の内山明夫さん
をお迎えしての卓話でございます。内山委員長は、東松山むさし
ロータリークラブ（会員数 42 名。昨年創立 20 周年を迎えた。）
所属で、本年度会長は盛島さんで女性の歯科医師さんです。盛島
さんとは、会長エレクトの時に、地区の研修では

度々ご一緒さ

せていただきました。また本日は、理事会が有りましたので、そ
の報告もさせていただきます。

入会でクラブが活性化したクラブの投稿をおねがいします。
バギオだより９月号
ロータリーの友

英語版 11 月発行（希望者は注文）

●地区大会実行委員会より

選挙人名簿提出依頼・登録・参加申し込み
●熊谷体育協会より

28 年度体協要覧及びスポーツ熊谷 175 号
●熊谷国際交流会より

第 24 回外国人による日本語スピーチコンテスト開催

「理事会報告」
40 周年事業実行委員会の先日のＩＤＭの報告ですが、井桁委員
長が本日欠席ですので、わかる範囲で申しあげます。式典は、忘
年家族例会と兼ねて実施させていただきます。経費節減と簡素化
を兼ねてでありますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
事業の目玉的なものですが、市庁舎前の植え込みに、ソーラー電
波時計を市へ寄贈したいと思います。また周年事業恒例の、大野
名誉会員の絵の引き出物も考えております。２週間後には、ＭＯ
Ｕにより地区を通じての補助金を受けての彩華園さんへの介護用

10/30( 日 )13：00 ～

立正大学熊谷キャンパス

シェイクハンズ 79
●埼玉交響楽団「第

77 回定期演奏会」後援依頼

11/27( 日 )13：30 ～さくらめいと
●高城神社より

10/2( 日 ) 例大祭の案内
●米山記念奨学会より

賛助会入会のお願い・館報 28

品の贈呈が有ります。例会ですので皆さんのご参加を宜しくお願

例会日

出席

欠席

MU

出席率

9.7

17

15

0

56.67%

い致します。また職業奉仕委員会による、職場訪問の移動例会が
有りますので、こちらへの参加も宜しくお願いします。

第３回 理事会報告

幹事報告
市川

富夫 幹事

１.

●ＲＩより

９月レート

９月＝＄102(8 月と同じ )

● 財団室より

オンライン研修 ｢クラブのためのよくわかる寄付と認証｣
9/8( 木 )9：30 ～ 10：30 に行います。

地区事務所より

●

40 周年実行委員会より（井桁実行委員長）

２.

9/21( 水 ) 彩華園移動例会の件

３.

10/19 Ｇ公式訪問（協議会内容について）

４.

9.10 月プログラムの件（草薙委員長）

5.

職業奉仕委員会

藤澤委員長より

職業訪問の案内（赤城乳業）9/14 〆切り（予約の関係）
以上、承認されました。

社会奉仕部門研修セミナー開催通知
9/24( 土 )12：30 ～紫雲閣

kumagaya-east-rc.com
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蛭川俊也会員

9 月 プログラム
9月7日

先日東京都美術館へ院展を見に行って来ました。残念ながら大野先

理事会報告
卓話

地区職業奉仕委員長

（東松山むさし RC）

生の絵は無かったのですが、帰りに寄った飲食店に偶然にも先生の

内山明夫氏

「麗春」があり感動しきりに乾杯をしました。チケットありがとうご
ざいました。又本日は地区職業奉仕委員長

会員・パートナー誕生祝
9 月 14 日
9 月 21 日
9 月 28 日

願い致します。

院展鑑賞移動例会は中止

石田純道会員

40 周年記念事業 例会
（彩華園への介護品の贈呈）
職業訪問例会

※詳細案内は別途

久しぶりの例会出席となりました。お盆も無事終わりましたので、
一生懸命出席したいと思います。

赤城乳業本庄工場

本日は地区職業奉仕委員長内山様、卓話宜しくお願い致します。

吉田繁会員

本日卓話講師でお越し下さいました地区職業奉仕委員長の内山明夫

10 月 プログラム
10 月 5 日

様、ようこそお越し下さいました。

理事会報告

今日の卓話楽しみにしておりました。宜しくお願い致します。

40 周年実行委員会より

誕生祝プレゼントの血圧計は今後健康維持のツールにいたします。

会員・パートナー誕生祝
10 月 12 日
10 月 19 日

10 月 26 日

第５グループガバナー補佐訪問（湯本茂作氏）
クラブ協議会
第 2570 地区ガバナー公式訪問
（前嶋修身ガバナー）

有難うございました。

ニコニコ BOX

本日

累計

9.7

￥11,000

￥185,000

夕刻例会（熊谷南 RC と合同）

卓話

熊谷東 RC 例会場にて

卓話

内山明夫様宜しくお

米山奨学生（2 名予定）

地区職業奉仕委員長

会員・パートナー誕生日祝い

内山 明夫

会員誕生

浅井純次会員・市川富夫会員・吉田繁会員

「ロータリーの職業奉仕」

お誕生日おめでとうございます。

職業奉仕は「ロータリーの目的」第 2 項を土台としており、ロー
タリアンは次の事を奨励し、はぐくむことが求められています。
すなわち、「職業上の高い倫理基準」
・
「役立つ仕事は全て価値あ
るものという認識」
・
「社会に奉仕する機会として各自の職業を高
潔なものとすること」の 3 点です。
高い倫理基準の実践を通じて職業の高潔性を推進することはロー
タリアンとして不可欠の要素です。そのための指針として「四つ
のテスト」と「ロータリアンの行動規範」が有ります。
職業奉仕について考える時、クラブの例会で「四つのテスト」と
「ロータリアンの行動規範」について話し合う時間を持つと良い

ニコニコ BOX 委員会
石田

でしょう。

純道 委員

内山明夫様（東松山むさしＲＣ）
本日は地区職業奉仕委員長としておじゃま致しました。宜しくお願い
致します。
石井会長・武藤副会長・市川幹事
ご出席の皆さま、台風接近している天候不順の中有難うございます。
地区職業奉仕委員長 内山明夫様

今日の卓話宜しくお願い致しま

す。
浅井純次会員
誕生日祝いありがとうございます。
57 回目ですが最近はうれしいやら悲しいやらです。
藤澤貞彦会員
地区職業奉仕委員長、内山明夫さま、本日は卓話講師として当クラ
ブへお越し頂き有難うございます。宜しくお願い致します。
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