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第 11 回理事会
本日は、石井年度第 11 回目の理事会が行われました。私の

市川 富夫

幹事

担当する理事会は来月であと１回のみとなりました。会長任
期が迫っておりますが、この１年間当クラブの運営につき自
分なりに一所懸命やり、時間をかけてきたつもりですが、な

かなか思い通りに行かなかったというのが実感です。僅か
30 名の会員ですが、会員の様々な事情を考慮しながら、な
おかつ興味をひかれる例会を工夫しながら企画する楽しみや
限られた予算の中での運営はメンバーの御協力をいただきな
がら、何とかやり遂げられたと思います。特に本年は 40 週

年事業の年に当たり、そのための行事が多くなり会員各位に

大変なご協力をいただきました事、
心から感謝申し上げます。
理事会報告としまして、第 37 回剣道大会の推進、5・6 月

のプログラムの承認をいただきました。また、例会後のパス
ト会長会では新定款の制度に伴う、入会金の取り扱い及び周

１．次年度組織表の件（小川会長エレクトより）
２．5.6 月プログラムの件（草薙委員長）
３．国際奉仕委員会
WCS 地区国際奉仕支援金の件
米山記念奨学委員会と米山奨学生による中国語会話
教室開催企画案
４．青少年奉仕委員会
剣道大会経過報告

例会企画委員会
草薙 友光子

委員長

年行事に対しての取り組み方の差異の確認を細則に定める件
につき諮門いたしました。細則の制定につきましては清水会
員さんの多大なご協力をいただきました事、改めて会員の皆
様にご披露しその御努力に感謝申し上げたいと思います。有
難うございました。

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）
米山奨学生 黄玥琳さん 来訪
会員・パートナー誕生祝

5 月 17 日

クラブフォーラム

5 月 24 日

振替休会（5/28 剣道大会 )

〈本日 5/17 のプログラム〉
クラブフォーラム 剣道大会について

幹事報告
市川 富夫

剣道大会について

5 月 28 日 ( 日 ) 剣道大会

幹事

5 月 31 日

地区事務所より
「地区立法案検討会」資料（添付）
「第 10 回オリエンテーション」開催の案内
5/28（日）国立女性教育会館
●熊谷体育協会より
「スポーツ熊谷」178 号（昨年分特別寄付者として掲載）
●

5 月 プログラム

休会（定款第 7 条規定により）

6 月 プログラム

6月7日

理事会報告
クラブ協議会
１年を顧みて（役員・理事）

6 月 14 日

卓話

6 月 21 日

引継例会（キングアンバサダーホテル）

6 月 28 日

休会（定款第 7 条規定により）
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米山奨学生

黄玥琳さん
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来賓紹介
米山奨学生

黄

ニコニコ BOX

本日

累計

5.10

￥19,000

￥657,000

玥琳

地区協議会報告・次年度活動方針について
小川 智

会員・パートナー誕生日祝い

会長エレクト

会員誕生祝

蛭川 俊也会員・井桁 憲治 会員
パートナー誕生祝

武藤 慶子様 新井 弥生様

お誕生日おめでとうございます。

青少年奉仕委員会
細川 末廣

委員長

剣道大会役割担当について

国際奉仕委員会
井桁 憲治

委員長

wsc 地区国際奉仕支援金について

40 周年記念
吉田 繁

直前会長

40 周年記念誌コメントについて

社会奉仕委員会
佐藤 良孝

委員長

問屋町祭りについて

ニコニコ BOX
安藤

久乃

委員

クラブテーマは「Ｅｎｊｏｙ
１．職業奉仕を主体に活動

Ｒｏｔａｒｙ」

職業を通して社会に貢献する（本多宗一郎）

２．クラブ活動を楽しくしたい
３．できることだけ実行する

４．活動の結果が、地域に貢献する事になるのがＢｅｓｔ！
・熊谷東ロータリークラブ

＝ 「独立国家熊谷東ロー

タリークラブ」である自主性と独自性、クラブファースト、
会員ファーストで！

・例会の重要性。但し、多くの会員が出席しなければ意味が
ない（無理のない範囲で）

・ラグビー・ワールドカップと何らかの関わりを持ちたい

・継続事業特に剣道大会は、今後更に素晴らしいものとなる
よう努力したい

・各委員会の活動に関して希望はお伝えしますが、基本的に
は各委員会の自主性を重んじたい。

・親睦活動はロータリーにおいて重要な一端を担います。親
睦活動に重きをおき、会員相互の信頼関係をより強固に
したい

・参加型のクラブ活動。例会だけではなく、移動例会、職場
訪問、親睦旅行など、多くの会員が参加しなければ意味
がありません。但し、積極的な活動にはそれなりの経費

がかかります。皆様からお預かりした会費を、大切に使
石井会長・武藤副会長・市川幹事
米山奨学生 黄玥琳さん来訪歓迎します。
いたいと肝に銘じておりますが、限られた予算です。積
石井典男会長
極的な活動や親睦を図るためには、多少の受益者負担を
私の会長任期もあと 2 か月あまりとなりました。寂しいよ
お願いする事があると思います。その際は、ご理解を頂き、
うでもあり、ホッとするようでもあり、やり残したこと、ご
何卒ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
迷惑をおかけしたようでもあり、思いは複雑です。
小川年度の基本姿勢
井桁憲治会員
ー「無駄を省いて贅沢を」ー
黄さん、ニーハオ。熱烈に歓迎・中国語会話の教室、楽しく
（松田恒次。東洋工業（現：マツダ）３代目社長・会長の言葉）
指導して下さい。宜しくお願い申し上げます。
クラブを通して繋がりができた「縁」がここには有りま
清水利夫会員
す。しかし、
「縁」があるという事は、そこには原因とな
小川会長エレクトにおかれましては、次年度のクラブ組織表
が理事会で承認されておめでとうございます。
る「因」が無ければ「縁」は生まれません。正しく、ク
吉田 繁会員
ラブという「因」があって、会員の皆様と知り合うこと
黄玥琳さんようこそお越し下さいました。歓迎いたします。
ができました。クラブのメンバーは「仲間」です。共に、
今日のクラブ例会をお楽しみください。
楽しく小川年度を進めて行きたいと思っております。
小川 智会員
Ｅｎｊｏｙ Ｒｏｔａｒｙ！
本日は次年度方針というより、
お願いをさせていただきます。
宜しくお願い致します。
〈次回 5/28 のご案内〉
武藤正副会長
剣道大会 熊谷市民体育館
妻の誕生祝いありがとうございます。
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