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四つのテスト唱和   加藤文男 会員 

  

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA  
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ふるさとの杜 間室照雄会員 
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クラブフォーラム 

次年度親睦家族委員会 間室照雄委員長 
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会長挨拶          寺澤銀三 会長 

 皆様こんにちは。本日はクラ

ブフォーラムなど内容盛りだく

さんですので会長挨拶は省略

致します。最後までよろしくお

願い致します。 

 

幹事報告          松本安永 幹事 

① 5 月 23 日（木）地区会

員増強維持委員会主

催の女性会員の集い

開催。出席者：長谷川

信子会員、小林玲子

会員、成田志津子会

員の 3名 

② 5 月 25 日（土）ロータリー・リーダーシッ

プ研究会(RLI)パートⅢ開催。参加者：

小畑会員、寺澤会員、松本会員の 3名 

③ 5月 26日（日）クリーン鴻巣市民運動開

催。詳細は間室会員より 

④ 5月 28日（火）商工会青年部主催、第 2

回チャリティゴルフ大会開催。参加者：

津田会員、宮城会員、小畑会員、山口

会員、松本会員、寺西会員の 6名 

⑤ 6月 6日（木）第 5グループ新旧会長幹

事会開催。 

⑥ 6月 16日（日）上尾北ロータリークラブ

創立 25周年記念式典開催。登録料

10,000円。会長、幹事出席 

⑦ 6月 17日（月）RI第 2770地区・埼玉ゆ

ずロータリー･クラブ創立、国際ロータリ

ー認証状伝達式を開催 

次回理事会予定 

2012年 6月 5日（水） 時間 11時 00分よ

り  場所 群馬銀行鴻巣支店 3F和室 

委員会報告  

親睦・家族委員会    加藤 勉 委員長 

6月 19日の最終例会ゴルフ

コンペの参加予定者の皆さま、

8時20分吉見ゴルフ場集合で

す。よろしくお願い致します。 

 

 

ふるさとの杜         間室照雄 会員 

26 日の日曜日に 9 時か

ら 11 時まで除草作業を行

いました。津田会員、小畑

会員、宮城会員、寺澤会

長、松本幹事、小林玲子

会員、加藤勉会員の皆さま

お疲れ様でした。 

特別委員会       井上脩士 委員長 

イ) 各部会の反省事

項・次年度にいか

す事項 

・  A コースも自由歩

行にしては、但し車椅子

は団体歩行。 

  ・  立ち番・交通誘導

の係はベストなどを着用

（作成する）、ホイッスル。 

  ・  ゼッケンをコースごとに色分けしては？ 

  ・  矢張りの大きさ、残りの距離を記載す

る。 

  ・  弁当の一部は、おにぎり+おかずなど

持ち運びのよいものを希望。 

  ・  ゼッケンにコメント欄を作っては？歩行

者同士の会話のきっかけに！ 

  ・  ウォーカーのマナー向上を！道幅一杯

に歩くと苦情がある。 

  ・  日赤奉仕団のテントの場所を検討して

ください。 

  ・  RC 会員の参加者集めが少ない。他ク

ラブの参加者が少なくキャラバンの成果が表れ

ていない。 
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  ・  ポスター展示をより多くの場所へ、早い

時期に貼る。 

  ・  ウォーキングを「花まつり」事業の一環

とできないか？ 

  ・  開会式のリハーサルを前日に行う必要

がある。 

  ・  招待者の把握、紹介について検討が

必要だ。 

・ 小学生を増やす方法として教育委員会

へ申し入れはできないか。 

・ 各委員会の日程を一覧にしてマニュア

ルを作成する。 

・ 立ち番・駐車場誘導に一般ボランティア

を募集しては。 

ロ) その他 

次年度「ウォーキング代表者会議」は 9

月に開催予定。 

クラブフォーラム 

進行 石井英男 会長エレクト 

 

 

 

 

 

 

次年度親睦・家族委員会  

間室照雄 委員長 

親睦・家族という委員会名

のように、家族の参加しや

すい例会や行事を計画し

ます。 

ボーリング大会、エルミ

ーの映画館オープンに合わせ、映画鑑賞例

会なども企画致します。東京湾見学会やカ

ラオケ大会などです。 

ゴルフは久保田会員と加藤勉会員が中心の

第三木曜ゴルフに協力していきます。 

恒例になった、納涼バーベキューは井上会員

宅、鴻巣花火に協賛、親睦旅行は東北 6 魂ま

つり、などを企画しています。 

次年度クラブ会報委員会  

田邊 聖 委員長 

委員による手作りの会報

を作成します。移動例会も

含めすべての例会で作成し、

翌例会には発行できる体制

を構築致します。会員の皆

さまに関心を持って読んで

頂けるような内容になるよう

に努めて参ります。会員の皆さまの協力なしに

は会報の作成できません。一年間よろしくお願

い致します。 

次年度新世代育成委員会 

宮城 仁 委員長 

地域中学生、高校生の企

業職場体験プログラム及び

ゲストティーチャーの要請

に応えられる体制を整える

と共に、地域の青少年と共

にできる事業を立案致します。 

次年度幹事    山口光男 幹事エレクト 

2013～2014年度年間プ

ログラムについて 

次年度の年間プログラ

ム予定は、本日皆様に配

布した資料のとおりですが、

ある程度説明させていた

だきます。 

また、次年度のお祭りシリーズの会員親睦

旅行は、東日本大震災の復興を願って、東北

六魂祭を見に行きたいと考えています。東北 6

県が大震災の後、各県の祭りが一同に会して

の「東北六魂祭」という祭りを始めました。今年

で 3回目、本年は 6月 1，2日に福島県で開催

します。来年の開催県がまだ決定していない
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ので、詳細が判り次第に日時と旅行先は決定

致します。年間を通じて数多くの事業が山積し

ています。皆様のご協力よろしくお願いしま

す。 

女性会員の集い報告 

小林玲子 会員 

 5 月 23 日（木）2012-2013

年度 国際ロータリー第 2770

地区 会員増強部門・女性

会員の集いに参加してきまし

た。ご講演者は RI第 2750地

区 東京恵比寿ロータリーク

ラブ 2012-2013年度 RI 第 2750地区アドバイ

ザー 司 葉子様で、ご講演テーマは『女性の

本音』でした。そのあと、『男性組織の中で女性

の本音』のテーマでテーブルディスカッションを

しました。各テーブルで進行役、発表役を決め、

とても盛りあがりました。 

成田志津子 会員 

午前中の仕事を急いで処

理し、ロータリアンとして豊富

な経験をお持ちの司葉子様

の講演を楽しみにまた多く

の女性ロータリアンに出会え

る事を楽しみに胸をおどらせ

ながら会場へと急ぎました。 

会場はいつもとうってかわり、華やかさにあ

ふれ優雅なひと時を予感させる雰囲気を大い

に醸し出しておりました。ロータリアン大先輩の

司さんのお話は、鋭い切り口のお話しであった

り、説得力に満ち溢れたものでした。 

各テーブルで分担を決め、司会者の下、多

くの意見が出された中、各クラブ共通の問題と

して女性会員が少ないとの事でした。その一因

が、会費のコスト的なものであったり、また役職

をもって経験を積めば、より良きロータリアンと

して成長出来るのでは？との意見も出されまし

た。特にロータリアンの男性諸氏には、『紳士

的な対応』を節に望む声が強かった事をここに

ご報告致します。 

 

 

 

出席報告        宮城  仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 5月 29日 5月 22日 5月 8日 

 1008回 1007回 1005回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 17 17 18 

欠 席 数 14 14 13 

例会出席率 54.8% 54.8% 58.1% 

Ｍ Ｕ 数 4 4 3 

合計出席数 21 21 21 

出 席 率 67.7% 67.7% 67.7% 
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スマイル報告       加藤 勉 副 SAA 

 

 

前回までの合計 566,755 円
本 日 の 合 計 17,000 円
次回繰越金合計 583,755 円  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

先日薪能を鑑賞してきました。氷川神社の

境内の御神木の下に設えられた舞台は幻想

的で、そこで演じられる能と狂言はとても優雅

で神々しいものでした。初めての鑑賞でした

が★★★★☆です。          （K.T） 

 

 

個人スマイル 

間室照雄会員…ふるさとの杜の除草作業お疲れ様でし

た。ときさんごちそうさまでした。 

スマイル１  次年度各委員会委員長クラブフォーラムでの

報告よろしくお願いたします。 

津田健三会員・宮城 仁会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会

員・馬場知行会員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安

永会員・加藤文男会員・井上脩士会員・石井英男会員・仁

見惠美子会員・小林玲子会員・小林 功会員・田邊 聖会

員・寺西修身会員 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 5日 

（水） 

第 1009回通常例会 

クラブフォーラム 

6月 12日 

（水） 

第 1010回通常例会 

クラブ協議会 

外来卓話 鴻巣市市議会議員 

       矢部一夫議長 

6月 19日 

（水） 

第 1011回移動例会 

親睦ゴルフ 

最終例会 和風レストランとき 

6月 23日 

～26日 

国際大会 

リスボン（ポルトガル） 

6月 26日 

（水） 
休会 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長 間室照雄 

委  員  山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖  


