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インスピレーションになろう

浅田進氏（本庄南ＲＣ）私のロータリーの楽しみ方

平成31年2月20日

◎司会：石井 典男副 SAA

会長挨拶
市川 富夫

18時30分

◎点鐘：市川 富夫会長

幹事報告

会長

浅井 純次

幹事

皆さんこんにちは。

地区事務所より
・米山記念奨学委員長より
クラブ会員であります、浅田 進さんをお迎えしました、ど
次年度米山奨学生受け入れはなし
んなお話が聞けるのか楽しみにしています。
・2019-20 年度地区チーム研修セミナー開催の案内
私の思う浅田さん。RLI 研修終了後、ミャンマーの子供達に
2/27( 水 )13：30 ～
紫雲閣 （当クラブ野中弘之会員・諮問委員会）
ポリオを持って行く話を聴いた後に、熊谷東ロータリクラブ
の卓話の話をしました。その後去年の 10 月頃にもう一度お ・2019 年国際ロータリー年次大会の案内（ハンブルグ）
願いしましたところ、
「俺で良いのかい」と言って快く承諾 ◎第 5 Ｇガバナー補佐 國分忠志・ＩＭ実行委員長より
ＩＭ感謝状
を頂きました。研修の時の浅田さんは、スピーチのテンポの
◎熊谷西ＲＣより
聴き心地よさに、いつも感銘うけています。
5 クラブ合同ゴルフ会議の案内
有るときは、豪快に又ロータリーはこうでなくてはいけない
3/4( 月 )18：30 ～ キングアンバサダーホテル熊谷
と言うことはない。と言いきりながらロ―タリーをこよなく
1 Ｆ「サーフ＆ターフ」会長・幹事
愛しているからでしょうか。又、当クラブの野中弘之さんと ◎埼玉警察官友の会より
篤い振興しているそうです。
今日の卓話宜しくお願いします。
会報第 159 号
◎埼玉交響楽団より
さて。皆さんに質問があります。まず回りの人を見て下さい。 「第 82 回定期演奏会」後援依頼
5/26( 日 )13：30 ～ さくらめいと 太陽のホールにて
◎熊谷さくらマラソン大会実行委員長より
一、熊谷東ロ―タリークラブの初代会長は、武藤 憲治さん
協賛のお礼状
は御存じだと思います。
◎熊谷市美術家協会より
二、では、17 代会長の名前はどなたでしょうか。野中 弘
第 53 回公募熊谷市美術展授賞式開催の案内
之さんですね。
4/7( 日 )13：30 ～ 熊谷市立文化センター 4 Ｆ
三、18 代会長の名前はどなたでしょうか。岩崎 孝男さん
今日は皆さんご存知の元 RLI 相談役そして本庄南ロータリー

でした。

三、25 代会長はどなた覚えていますか。宮川 進さんですね。
四、当クラブでロータリーを楽しんでいる人は誰でしょうか

（指をさしてください。
）
五、当クラブで
誰でしょうか。

ロータリーのことを良く知ってと思う人は

前を見て進だけでなく足を止めてクラブの歴史を振り返るの
も楽しみでしょうか。

皆さんのクラブ会員の再確認でした。
有難うございました。
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〈本日 3/6 のプログラム〉

理事会報告
外部卓話 熊谷観光協会チーフプロデューサー 時田竜祐氏
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外部卓話

来賓紹介

2570 地区元ＲＬＩアドバイザー

藤澤 貞彦 副会長

浅田 進

様

私のロータリーの楽しみ方
はじめに
野中年度 (2005 〜 06) の思い出
口ータリーが変わってきた
何故退会するのだろう
退会願望を起こさせない

親睦・研修委員会
小川 智 委員長

ロータリーは何をする処と思いますか？

親睦旅行について

皆さん組織の運営者だから、投資効果を考えるでしょう？回
収できていますか？

ニコニコ BOX
井桁

口ータリー活動で学べること
知らない世界 地域 業界 国内
未知の考え 奉仕活動 感動

憲治 委員

市川会長・藤澤副会長・浅井幹事
第 2570 地区 元ＲＬＩアドバイザー浅田進様、本日はお忙し
い所おいでいただき誠にありがとうございます。本日ご指導の
程よろしくお願いいたします。
市川富夫会長
熊谷東ロータリークラブいらっしゃいました。卓話楽しみにし
ていました。
宜しくお願い致します。
浅井純次幹事
妻が急遽入院となり、ＩＭに参加できず申し訳ありませんでした。
おかげさまで 16 日に退院しました。ご迷惑をおかけしました。
野中弘之会員
浅田さんの話を聞くのは久し振りです。手加減なしの浅田節を
お願いします。
宮川 進会員
第 2570 地区元ＲＬＩアドバイザー浅田進様 ようこそご来訪
ありがとうございます。卓話よろしくお願いします。
石井典男会員
本日は、浅田様、卓話を有難うございます。楽しみにしており
ました。
中山康徳会員
浅田様の卓話を楽しみに本日は出席しました。数年前のＲＬＩ
の研修では、大変お世話になりました。ありがとうございます。
小川 智会員
ＲＬＩ委員浅田様のご来訪楽しみにしておりました。本日は宜
しくお願い致します。27 日の夕刻例会ですが、歯科医師会の
樋口和夫先生、厚生労働大臣表彰のお祝いがあり、残念です
が欠席させていただきます。
井桁憲治会員
浅田進様、本日は久し振りに例会を楽しみに参りました。面白
いお話を宜しくお願い致します。

口ータリーについてある程度の知識を持たないと、面白くな
いし、飽きてくるし、続かない
口ータリーの基礎的な 知識を会得する切掛けの場が RLI
口ータリーの楽しみ方
仲間作り 親睦 学ぶ 組織活動 奉仕活動 感動
私のいつもの口癖
【クラブがツマラナイからと言って辞めるんじゃない。クラ
ブがツマラナケレバ、地区に出してもらいなさい。地区もツ
マラナケレバ地区外に出なさい。
きっと波長が合う仲間が見つかります、わたしはそうしてい
ます。】
私がロータリーで学んだこと
私の普段の社会活動 · 会 社や組織の運営・家庭生活を、ロー
タリーで学んだ事に近づける努力する

〈次回 3/20 のプログラム〉
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