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会長：浅井 純次　会報情報委員長：武藤  正
幹事：野村 泰豪　会長エレクト：野澤 正春
国際ロータリー会長 ：ジェニファー・ジョーンズ
第2570地区ガバナー ：村田　貴紀

魅力あるロータリークラブを目指して
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通算 第2078回  クラブ協議会 令和4年10月5日

◎司会：新井 公二 SAA　◎点鐘：浅井 純次会長

会長挨拶
浅井 純次　会長

１０月に入り、めっきり秋になり、食欲の秋、運動の秋、
皆さんはどの秋ですか。
まずは本日行われた理事会の報告をいたします。
理事会報告
　先日、静岡県で幼稚園バスに取り残されて熱中症で亡
くなった事故がありました。私の会社でもバスロケー
ションシステムを行っていて、幼稚園等の送迎に使われ
ています。このような事故は他人ごとではなく、弊社も
対応策検討会議を定期的に行っています。その会議は
ハード作成チーム、ソフト作成チーム、営業チームとそ
れぞれの立場からの意見からの対応策を検討していま
す。その中で重要なことは導入されているシステムはき
ちんと利用されているか、導入だけでは意味がなくどこ
か導入している安心感があるのではないかと思います。
そこでいろいろな立場の目を意識したものが重要ではな
いか、施設の目、親の目、システム提供者の目等様々な
目が必要であると思います。
実はある自治体から２か月ほど前に小学生が通学にバス
を利用してどの子がどのバス停で乗り降りをしたかわか
るシステムの検討依頼を受けました。地域によっては少
子化で学校の統廃合が行われていて、その影響で通学に
バスを利用するようです。先日も他の自治体やバス会社
から同様な打診が来ています。システムを作るのが我々
の仕事です。そのシステムをきちんと利用することが大
事であると思っています。

例会日 出席 欠席 MU 出席率
10.5 13 8 0 61.9%

幹事報告
野村 泰豪　幹事

地区事務所より
・地区大会の御礼
・ロータリーレート　１０月１ドル＝￥145
・第５１回ロータリー研究会の案内
　　2022.11.19 ～ 22 ４日間　
　　　神戸ポートピアホテルにて開催（内容・登録について）
・2021-22 年度地区会計報告書について、討議、書面採択
　のお願い
　　10.31 までに賛否報告提出
熊谷市社会福祉協議会より
　「赤い羽根共同募金」法人募金のお願い・・赤い羽根があ
　りますので、どうぞ
熊谷防犯協会より
　第 28 回熊谷地域安全・暴力排除推進大会への参加依頼
　　10.20（木）13：30 ～　熊谷さくらめいと
熊谷市コミュニティづくり市民協議会より
　第 41 回コミュニティ活動実行賞・第 11 回コミュニティ
　活動奨励賞表彰式縮小開催について
　　11.18 予定　後日受賞者一覧を送付

〈本日 10/12 のプログラム〉
４クラブ合同ガバナー公式訪問

親睦委員会
草薙 友光子　副委員長 

10 月会員・パートナー誕生祝
パートナー：宮川悦子様、岩崎和子様、中山延枝様　おめで
とうございます。
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ニコニコ BOX
市川 富夫　委員長 

浅井会長・野澤副会長・野村幹事
今日も宜しくお願いいたします。
浅井純次会員
今月は12 日の 4 クラブ合同、19 日の南との合同例会となりま
す。内容説明を本日のクラブ協議会で行います。
清水利夫会員
次回例会はガバナーの公式訪問なので、楽しみにしています。
宮川進会員
家内、悦子の誕生祝ありがとうございます。本日で満 80 才（傘
寿）になります。
今後ともよろしくお願いします。
藤澤貞彦会員
10 月誕生日の、宮川悦子様・岩崎和子様・中山延枝様、おめ
でとうございます。
中山康徳会員
妻の誕生日祝いをいただきありがとうございます。
草薙友光子会員
気候の温暖差がはげしいので、どうかお身体ご自愛下さい。
本日は宜しくお願い致します。
武藤正会員
ソバのおいしい季節になりました。
野村泰豪会員
今日から寒くなるそうです。秋が始まりますね。
市川富夫会員
本日も多数の投函有りがとうございます。
ニコニコ BOX 委員会より

ニコニコ BOX 本日 累計

10.5 ￥21,000 ¥219,000

〈次回 10/19 のプログラム〉
熊谷南 RC と合同例会　

外部卓話　
おお里養護施設　園長　横溝　英明　様

例会企画委員会
市川 富夫　副委員長 

11 月 プログラム 

11 月 2 日
（2082 回）　　　　

理事会報告
誕生祝（11 月）　
クラブフォーラム
11/14 こども動物公園招待の打ち合わせ

11 月 9 日 振替休会（11/14 おお里児童養護施設児童とこども動物
公園へ）
熊谷南 RC と合同

（熊谷南 RC と打ち合わせ次第案内します。）
11 月 16 日

（2083 回）
外部卓話（交渉中）

11 月 23 日 休会（勤労感謝の日）　

11 月 30 日
（2084 回）

ガバナー補佐訪問
新井裕喜氏　（羽生 RC）

10 月 プログラム 

10 月 5 日
（2078 回）

理事会報告
誕生祝（10 月）　
クラブ協議会　
10/12.19 例会打ち合わせ

10 月 12 日
（2079 回）

４クラブ合同ガバナー公式訪問
村田貴紀氏　（2570パスポートRC）

10 月 19 日
（2080 回）

熊谷南 RC と合同例会　
外部卓話　
おお里養護施設 園長　横溝 英明 様

10 月 26 日
（2081 回）　

夕刻移動例会　
熊谷籠原 RC と合同例会予定　　

国際奉仕委員会
藤澤 貞彦　委員長 

ウクライナ募金について　

1  パスト会長会報告
次年度ガバナー補佐候補について

後日
再検討

2  11/14　大里養護施設児童をこども動物自然公園に招待
（地区補助金プログラム）

承認

3 ４クラブ合同ガバナー公式訪問の件（10/12 予定） 承認

第四回 理事会

◎　総括事項

1  10・11 月プログラムの件　( 高橋例会企画委員長 ) 別紙添付
◎　クラブ奉仕部門委員会

・職業奉仕委員会より　
・社会奉仕委員会より 

・国際奉仕委員会より　ウクライナ支援（寄付金箱の設置依頼あり）
　　例会日度に設置する（ご協力お願いいたします）
・青少年奉仕委員会より

報告事項
・10/7（金）18：00 ～采帆久亭　第 1 回会長幹事会（会長出席）

◎　奉仕プロジェクト部門委員会


