週報

運動会は明治時代から続いている様であります。学校の運動会を見ていますと、赤組・
白組と別れての、応援合戦がある訳でございますが、見ていますと赤・白とも一つになっ
ているなと思いました。
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今、運動会を開く企業が増えている様であります。
背景にはパソコンに向かい、隣の人にもメールを送る時代で、部署が違えば顔も合わ
せない、そんな所から体を動かし、コミュニケーションを培う運動会が見直されている
様であります。

クラブテーマ

みんなで祝おう 15 周年
みんなで楽しもう
ロータリー！！

第 704 回

例会プログラム「クラブ協議会」
会長：本多正和

会長挨拶

第 15 代会長

幹事：柳川一嘉

副会長：伊藤操

本多正和

本日の例会担当は、管理運営部門ございます。
地区 管理運営部門 伊藤部門委員長
クラブ活性化 中島委員長を始めとする各委員の方々
ＲＬＩ運営
仲川委員長
本日は、地区の管理運営部門のスペシャリストでございます。
何か、地区のセミナーに来ている様であります。私も楽しみにしており、勉強させて頂
きたいと思います。
先日の、さいたま欅ロータリークラブの親睦旅行が、5/19,20 とあった訳でございま
す。天気の方も大変良く、とてもいい親睦旅行が出来た事と思います。
仙台名物の美味しい牛タンを食べ、日本三景松島の島巡りを遊覧船に乗り見た訳でござ
います。そしてホテルに入り、懇親会、二次会があり、おおいに盛り上がったかなと思い
ます。親睦も、なお一層強くなった事と思います。担当されました親睦委員長の長塚さ
ん、お疲れ様でございました。この場をおかりしまして、改めて御礼申し上げます。
今また、各小学校・中学校の運動会シーズンでもあります。皆様のところはどうでしょ
うか？私の孫の小学校も、先日の 6/1 に運動会があった訳でございます。今回は良かっ
たですが、先日 5 月下旬においては、とても暑い日が続き、記録ずくめの気温であり、
あの北海道では 39℃越えの所が、いろいろな所でありました。子供や高齢者の方々が、
救急搬送される報道が、たくさんあった訳でございます。
私達も急な熱さで、体がついていけず、温度調節ができないのが、原因と思われますの
で、皆様もご注意いただきたいと思います。

幹事報告

第 15 代幹事

柳川一嘉

l 理事会報告
1. 親睦旅行事業報告について
2. 最終例会事業計画について
3. 厚川会員大会届について→次年度は休会となりました。
4. 6 月の例会プログラムについて
l 次回例会
6/11（火）12：00 食事
担当 会長

12：30 点鐘

昼例会

クラブ協議会（年間活動報告）

セレモニー

お客様

米山記念奨学金授与
タバマガラシラザナさん

地区管理運営部門委員長 伊藤 公仁様

7月16日納涼例会について

例会プログラム

本日は宜しくお願いします。
クラブ活性化委員会 小山寿行様 本日は貴重なお時間をありがとうございます。
ＲＬＩ運営委員長 仲川聡様 川口ＲＣより出向しております。
ＲＬＩ運営委員会 髙木良信様 本日はよろしくお願い致します。
ＲＬＩ運営委員会 今井雅彦様 本日よろしくお願いします。
学友管理委員会 瀬田秀樹様 初めてメーキャップでお邪魔します。
管理運営部門担当副幹事 栗岡宏治様 本日はお世話になります。
本多正和会長 本日は地区の管理運営部門の伊藤部門委員長を始めとする皆様、ようこそお越し
下さいました。卓話よろしくお願いいたします。
柳川一嘉幹事 管理運営部門合同委員会の皆様、多数おいで下さいましてありがとうございま
す。卓話、楽しみにしています。
高野則子エレクト 今日は管理部門の皆様、卓話を楽しみにしております。
内木滋郎初代会長 地区クラブ管理部門 伊藤部門委員長を始め多くの皆様、ようこそお越し下
さいました。ご指導宜しくお願い致します。先日レーザーによる両眼白内障手術を行いました。
お蔭様で非常に明るく、クリアーな視力に改善されました。老化によるものですが、もっと早く
すればと思っていいます。手術時間は、わずか 10 数分でした。
野原哲夫直前会長 伊藤管理部門委員長ほか多くの地区役員の皆様、ようこそお越しくださいま
した。「クラブ管理運営について」勉強させていただきます。
伊藤操副会長 本日はたくさんのお客様、例会に参加していただきまして誠にありがとうござい
ます。卓話楽しみにしております。
井上博明会員 本日は卓話「クラブ管理運営について」を楽しみにしております。
井上久雄会員 2770 地区管理運営部門の皆様、ようこそおいで下さいました。中川ＲＬＩ運営
委員長にはお世話になりました。一年間の集大成で、さいたま欅ＲＣで卓話最高ですね。
三上 等会員 本日は地区の皆様、ようこそいらっしゃいました。
中村芳彦会員 地区管理運営部門委員長 伊藤公仁様はじめ多くの地区役員の皆様、卓話勉強さ
せて頂きます。
住吉望会員 今日は人間力抜群の折原ＳＡＡスーパー委員長が、とても張り切っています。
小川松雄会員 地区管理運営分門の方々、ありがとうございます。
荒蒔良和会員 伊藤部門委員長をはじめとする地区管理部門の皆様、本日はようこそお出で下さ
いました。しっかり学ばせて頂きます。
竹内儀治会員 本日も宜しくお願い致します。
折原 訓会員 本日宜しくお願い致します。
角田貴則会員 本日は沢山のお客様にお越し頂き、ありがとうございます。
長塚洋一会員 5/19,20 と元気に親睦旅行に行ってきました。初めてハヤブサに乗り、座席がな
んと、1 号車 1 番Ｅ席のチケットで 1 号車の 1 番いい席だと、自己満足していました。元気があ
ればハヤブサの 1 番いい席に乗れます。皆さん、体は大事にしましょう。
町田安弘会員 来訪の皆様、ようこそおいでくださいました。勉強させていただきます。
吉田八代美会員 本日もよろしくお願いします。
クラブ活性化委員会

委員会報告
次年度親睦ロータリー家族委員長

卓話例会「次年度プログラム」担当

角田会員

クラブ管理

第 1４回（非公式）管理運営部門 合同委員会
（参加者 敬称略）
・部門委員長
伊藤（戸田西）
・クラブ活性化委員会 坂入（八潮）・請川（川口）・萩原（戸田イブ）
小山（幸手）
・RLI 運営委員会
仲川（川口）・高木（鳩ケ谷）・今井（川口シティ鳩ケ谷）
・学友管理委員会
瀬田（八潮）
・担当副幹事
栗岡（大宮）
１８：３０ 食事
１９：００ 例会開会
１９：２０ 合同委員会（卓話）開始
司会・議事進行
クラブ活性化委員会委員
請川 かおり
ご挨拶および参加者紹介
管理運営部門委員長
伊藤 公仁
（ 議 題 ）
① 地区委員会の運営について
（伊藤部門委員長）
・活動内容 ・予算 ・委員の選定 ・部門セミナー
② クラブ活性化委員会の活動について
（中島委員長）
・クラブ研修リーダーセミナー ・マイロータリー登録の推進 ・規定審議会結果報告会
③ RLI 運営委員会の活動 について
（仲川委員長）
・RLI パートⅠ～Ⅲおよび卒後研修
④ 学友管理委員会の活動について
（瀬田副委員長）
・地区大会の学友の集いの調整 ・学友名簿管理のフォーマット作り
１９：５５ 卓話の締めの挨拶
２０：００ 例会閉会

RLI 運営委員会委員

高木 良信

スマイル報告
管理運営部門委員長
クラブ活性化委員長
クラブ活性化委員会

本日は大勢引き連れて、参加いたします。
坂入義完様 本日は宜しくお願いします。
請川かおり様 本日はどうぞ宜しくお願い申し上げます。
伊藤公仁様

萩原達也様

神田雷蔵会員
栗原

久会員

鳥井義兼会員

長塚会員お久しぶりです。元気そうで僕も元気が出ました。
本日もよろしくお願いします。
本日も宜しくお願い致します。

6/4 31,000 円（会員）累計 818,000 円

月日

（ビジタ）累計 82,000 円
（2018.7 月～

6/4

会員
総数

30

出席

24

欠席

6

出席率

80％

例会日 第 1・３火曜日 点鐘 19:00 第 2 火曜日 点鐘 12：30
例会場 ラフレさいたま 5 階
事務局 さいたま市中央区上落合 1-3-16-205

