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通算 1901回

例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

例会

平成29年4月5日
◎司会：中山康徳 SAA

◎点鐘：石井典男会長

事故は減ってきているとはいえ、まだまだ悲惨な交通死亡事

会長の時間
石井 典男

18時30分

故はなくならないわけですし現在交通事故による死亡者数は

会長

埼玉県が全国第一位であります。
交通事故に気を付けながらロータリー活動にも取り組んでい

本日は理事会において、周年記念事業についての内規が修正

きたいと思っています。

し決定されましたのでご報告いたします。簡単に申し上げま

〈本日 4/12 のプログラム〉
健康卓話 ( 講師 くまそうすこやか教室 )
医療法人 熊谷総合病院チーム

すと周年記念事業についての取り組み方を明確にしたという
事です。
内規の原案につきましては、年度初めに清水会員さんからご提

幹事報告

案が有り、理事会においても提案を尊重し、継続して審議させ
ていただく旨私の方から申し上げておりましたが、この度清水

市川 富夫

会員さんから内規原案に対しての一次修正案が示されました。
修正した内規を理事会にて、お諮りし御賛同を得ましたので、
即ち理事会にて決定されましたので会員皆様にご披露申し上げ
ます。周年記念の節目、即ち 5 年 10 年の各節目に記念事業
を行い 10 年単位に行う周年記念事業は、対外的に広報し盛大
に記念式典を行い、記念奉仕事業も行い、更に記念誌も発行
する。これに対して 5 年単位の周年記念事業は小規模にして周
年記念例会とし、過去 5 年分の記念誌を発行するというもの
です。この内規の規定により当該年度の会長さん、実行委員
長さんは記念事業についてのある程度の目標と言いますか、
程度が認識できると思いますのでその範囲内で奉仕事業等を
計画していただければと思っているところであります。更に
実行委員長さんの専任ですが、パスト会長会の諮問・理事会
における決議を経て周年事業の始まる年度の前年 12 月まで
に決めておく必要があると思われます。会場を予約するとか
が、有りますので早い方が良いという事です。前年 12 月と

幹事

地区事務所より
・「ロータリーの森」奉仕活動参加のお願い
5/27（土）10：00 ～秩父市羊山公園内「ロータリー
の森」（２名以上）
・マイロータリー推進特別セミナー開催の案内
5/13（土）13：00 ～紫雲閣
（会長エレクト・次年度幹事・事務局）
・学友の中満泉氏が国連事務次長になる。
（日本人女性職員で最高位）
・ライラデー開催の案内
5/21（日）10：00 ～紫雲閣（4/28 〆切）
●熊谷市国際交流協会より
・役員会長・総会懇親会開催
5/19（金）17：00 ～マロウドイン熊谷
（欠席の場合は委任状）
●

第 10 回 理事会報告

言いますと次年度役員・理事が選任される年次総会の頃には
実行委員長人事を決めることになると思われます。以上、周
年事業についての内規の件を申し上げましたが内規の原案か
ら修正にかかわられた清水会員さんには心から感謝申し上げ
たいと思っております。話は変わりますが本年 4 月から米
山奨学生を当クラブとして受け入れます中国からの奨学生で
立正大学の学生さんで女性です。来週の例会に出席してもら
いますのでスピーチをお願いしたいと思います。また話は変
わりますが、明日から春の全国交通運動が行われます。交通

1. 定款・細則変更について （別途内規案あり）
2. 剣道大会・協賛金のお願い
3. 40 周年記念誌に会員コメントを掲載する件
4. 5 クラブ合同ゴルフコンペの参加者募集の件
5. 4,5 月プログラムの件
6. 青少年奉仕委員会

kumagaya-east-rc.com

（草薙委員長）
剣道大会経過報告
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例会日

出席

欠席

MU

出席率

4.5

17

13

0

56.67%

細川 末廣

委員長

剣道大会進捗報告

例会企画委員会
草薙 友光子

青少年奉仕委員会

委員長
40 周年記念実行委員会

井桁 憲治
4 月 プログラム

4月5日

理事会報告
クラブフォーラム（定款・細則変更等）
会員・パートナー誕生祝

4 月 12 日

健康卓話 （講師 くまそうすこやか教室）
医療法人 熊谷総合病院 チーム

4 月 16 日
17 日

振替休会 （4/16.17 親睦家族旅行）

4 月 26 日

夕刻例会 （例会場）
卓話 熊谷剣道連盟前会長

鶴間信好氏

３月 プログラム

５月３日

祝日休会

5 月 10 日

理事会報告
クラブ協議会 地区研修協議会報告
次年度活動方針（小川会長エレクト）
会員・パートナー誕生祝

5 月 17 日

クラブフォーラム
剣道大会について

5 月 24 日

剣道大会について

ニコニコ BOX

京都・彦根方面へ親睦家族旅行
（別途案内 済）

４月 19 日

振替休会（5/28 剣道大会 )

5 月 28 日 ( 日 ) 剣道大会

委員長

石田 純道

委員長

石井会長・武藤副会長・市川幹事
例会に多数参加頂き有難う御座います。今年は少し遅れて熊
谷土手の桜が開花（五分咲き）しましたが、4 月 3 日春雷
がありましたが、昨日は晴天になり大勢の人が酒盛りを楽し
んでいました。
野中弘之会員

命がけの思いでミャンマー（ビルマ）に行き、10 日間孫と
娘夫婦と過ごしてきました。その際、ビザの取得の手続きで
井桁さんに大変お世話になりました。困ったときの井桁だの
み

感謝・感謝です。

小川 智会員
石田純道会員の門出を祝してバンザーイ・バンザーイ・バン
ザーイ！
身体に気を付けてガンバって下さい。いつでも帰りをお待ち

親睦・研修委員会
大沢 剛

委員

親睦旅行について

会員・パートナー誕生日祝い
会員誕生

斎藤 勝治会員・小川 智会員
パートナー誕生

佐藤 郁子様 野澤 益美様
シャルマＳ・ヴァスーダ様
お誕生日おめでとうございます。

国際奉仕委員会
井桁 憲治

してます。
清水利夫会員

石井年度の第 10 回理事会が無事終了しました。残すところ 3
か月となりましたので、石井会長の最後の奮闘を期待します。
井桁憲治会員
義父の葬儀に際しまして、会長より弔電を頂きましてありが
とうございました。行年 95 才でした。バンコクでの世界大
会に 2 人で行ったり、ウィーンやタイペイに行ったりと気
の合う義父の最期は見事でありました。見習うことの多かっ
た人で先人となりました。
佐藤良孝会員
妻の誕生日祝、有り難うございました。
石田純道会員
本日で例会も最後となります。4 年半お世話になりありがと
うございました。
また戻ってきますので、その時は宜しくお願い致します。
ニコニコ BOX

本日

累計

4.5

￥15,000

￥606,000

委員長

〈次回 4/26 のご案内〉

寄付金について（寺子屋運動等）
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夕刻例会（例会場）
卓話 熊谷剣道連盟会長 鶴間信好氏
kumagaya-east-rc.com

