
       

例会場  日信ビル ２Ｆ

点鐘   12:30

会長    岩崎一隆

幹事    佐藤 淳

司会    金子淳美

✰斉唱    

  それでこそロータリー

  今月の歌 「焚き火」

✰唱和

四つのテスト 中村和彦

✰本日のプログラム

「前期を振り返って」

会長 岩崎一隆

下記文書が届いております。

Japan office より

・新しいオンライン公式名簿案内

地区事務所より

・地区事務所 年末年始休業のお知らせ

12 月 29 日(木)～2017 年１月４日まで

第７GＩＭ実行委員長より第７GＩＭ開催案内：

2017 年２月 25 日(土) 15:00 点鐘

                 於ホテルグリーンコア

幸手中央RCより新年賀詞交歓会案内

回覧致します。

①ハイライトよねやま 201

②日赤埼玉

連絡事項

・理事役員会 １月９日（月）18:30～

            

           皆様こんにちは。12 月最終例会に出席

          頂きまして有難うございます。

           先週の水曜日には、魚庄別館で忘年移動

          例会を開催させて頂きました。会員の皆

          様、家族の皆様有難うございました。

           大人と子供さんが一緒で進行がそぐわな

          いところがあったとは思います。でも、土

橋会員の締めで、こうしてロータリーの活動が出来るのは、家族

のお陰だと思いますという挨拶を聞き、家族の方に参加してもら

う例会も良かったのではと思いました。

２０１６－１７年度が７月に始まり半年が過ぎました。もうは

未だ、まだはもうとは言いますが、お陰様で前期が終わろうとし

ています。色々と皆様にご協力頂き、半年蓮田ロータリークラブ

の活動が出来ました。ご協力有難うございました。この場をお借

りし改めて感謝申し上げます。

今日は、前期をふりかえってというテーマでお話をさせて頂き

ます。佐藤幹事がパワーポイントで資料を作って頂きましたの

で、これを中心に話をさせて頂きます。

以上、会長挨拶とします。本日もよろしくお願いします。
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会員増強維持委員長    深江瑞枝         

・入会のしおり、推薦書がレターＢＯＸの中に入って

います。皆で会員増強を考えなければ、クラブ活性

化はできないと思います。ご協力宜しくお願い致し

ます。

・１月 18 日会員増強維持委員会を開催致します。

親睦活動委員長     田原春夫

・クリスマス移動例会でご協力有難うございました。

・第 3 回親睦ゴルフの日程延期と致します。

社会奉仕委員長  栗原 均

・1 月 22 日 ゴミゼロ 蓮田駅西口 8:50 集合

・チャリティコンサートのポスター、チラシが出来

上がりました。宜しくお願いします。

          

月 № 日      内容

7

2183 6 活動方針・所信発表

2184 13 各委員長活動方針発表

2185 20 外部卓話「ロータリーを語ろう」   中村パストガバナー

2186 27 納涼親睦家族同伴移動例会  高尾山散策＆うかい鳥山

委員会＆

セミナー

その他

1

2

3

6

7

8

10

12

16

17

25

30

31

長期計画

地区広報・会員増強維持合同セミナー 職業奉仕委員会

RAC 指導者講習会

7 月度理事役員会

ふるさと水辺ウォーク担当者会議

事務局研修セミナー

財団学友シンポジウム

インターアクト委員会  蓮田松韻 IAC との意見交換

ロータリー財団部門セミナー

米山記念奨学部門セミナー

社会奉仕委員会 今年度の奉仕活動について検討

青少年奉仕部門セミナー

第 29 回インターアクト年次大会

8

2187 3 早朝移動例会

2188 10 ガバナー公式訪問リハーサル

2189 17 ガバナー公式訪問  新会員 ２名の入会式 （増田雅暢 武内由佳）

2190 24 クラブフォーラム ＲＡＣ設立について

委員会＆

セミナー

1

3

6

7

8

10

27

8 月度理事役員会

社会奉仕委員会 チャリティコンサートについて検討

奉仕プロジェクト部門セミナー

管理運営部門セミナー

第７Ｇ会長・幹事会

蓮田松韻高校 IAC 顧問教師との打合せ（イベント出店について）

青少年交換学応募者との面談

RLI パート Ⅰ



3 ページ

月 № 日        内容

9

2191 7 部門セミナー発表 IAC ボランティア認定書授与

2192 14 新会員卓話 武内由佳会員

2193 21
外部卓話 埼玉県立蓮田特別養護学校教諭

   堀野慶子氏「ふるさと浪江は、今」

2194 28 夜間移動例会  手打ち蕎麦

委員会＆

セミナー

その他

5

7

10

23

24

28

理事役員会

蓮田松韻高校 IAC 出店企画内容の打合せ

台北古亭クラブ歓迎会

財団学友セミナー

会員増強維持委員会 短期的・長期的戦略

社会奉仕委員会 チャリティコンサートについて

RLI パート Ⅱ

第 1 回親睦ゴルフ 佐野 C・Ｃ

10

2195 5 外部卓話 RAC 地区代表 椎名菜穂氏

2196 12 外部卓話 米山記念奨学生 代莉さん

2197 19 外部卓話 地区会員増強維持委員長 河原畑光一氏

2198 26 新会員卓話 増田雅暢会員

委員会＆

セミナー

その他

1

3

5

7

13

19

20

21

22

31

蓮田 RC 主催少年サッカー大会抽選

地区大会記念ゴルフ

10 月度理事役員会

社会奉仕委員会 市小中学校交通安全標語

蓮田 RC 主催少年野球大会監督会議

第 7Ｇ親睦ゴルフ

グローバル補助金セミナー

親睦活動委員会 忘年移動例会について

人間総合科学大学ボランティ部に RAC の説明会実施

職業奉仕部門セミナー

第７Ｇ会長・幹事会

11 月度理事役員会

チャリティコンサート実行委員会  進捗状況確認

11

2199 2 外部卓話 蓮田松韻高等学校長 久田晴實氏

2200 9 第 2200 回記念例会 土橋藤男会員 「綾瀬村から蓮田市へ」

2201 14 浅水年度地区大会 ２日目

2202 30 家庭集会発表

委員会＆

セミナー

その他

3

13

16

22

26

27

30

家庭集会月間 5 班編成により実施

少年サッカー大会   雅楽谷の森フェスティバル：蓮田松韻高校ＩＡＣ出店

雅楽谷の森フェスティバルにて ポリオ撲滅募金活動（＆蓮田松韻高校ＩＡＣ）

地区大会 １日目

第 2 回親睦ゴルフ 太平洋クラブ 益子コース

親睦活動委員会

チャリティコンサート実行委員会  会場視察  進捗状況確認

社会奉仕委員会 ゴミゼロ事故ゼロ運動について（1/22 実施）

ロータリアンと顧問教師懇親の集い

ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム

１２月度理事役員会

12

2203 7 クラブフォーラム  「チャリティコンサートについて」

2204 14 クリスマス家族同伴移動例会

2205 21 前期を振り返って

委員会＆

セミナー

その他

7

12

13

15

17

21

28

会員増強維持委員会

諮問委員会

国際奉仕委員会

ふるさと水辺担当者会議

RLI パートⅢ

第 7Ｇ会長・幹事会

出席・会場委員会

会員の皆様のご支援、ご協力有難うございました。
                     （パワーポイント発表を月別で表にまとめ、掲載致しました。）

    

     

  



４ページ

岩崎一隆さん 先週はクリスマス家族同伴移動例会へ

        の出席ありがとうございました。また、

        本日前期の最終例会への出席もありが

        とうございます。皆様、よいお年をお

        迎え下さい。

佐藤 淳さん  今年も一年大変お世話になりました。

        皆様、よいお年をお迎え下さい

深江瑞枝さん  本年最後の例会、皆様、健康に留意し

        て元気に新年を迎えましょう。

白 日光さん  今年もお世話になりました。来年もよ

        ろしくお願いいたします。

金子敦美さん  今年最後の例会です。本日もよろしく

        お願いします。

栗原 均さん  半年間、会長・幹事もう半年頑張って

        ください。

                

黒須雅行さん  風邪が流行しています。ご自愛くださ

        い。岩崎年度、前半最後の例会です。

        会長・幹事宜しくお願いします。

中村和彦さん  今年も一年おつかれ様でした。

森伊久磨さん  岩崎会長、佐藤幹事、前期お疲れ様で

        した。

島村 功さん  本日もよろしくお願いします。前期の

        出席ありがとうございました。

田原春夫さん  Ｈ28 年最終例会、お疲れ様です。

田中雪心さん  前期おつかれ様でした。

塚本 晃さん  なかなか参加がかなわない前半となっ

        てしまいました。後半頑張ります。

鯨岡文夫さん  あったかいーですネ。

渡辺 圭さん 先週かぜをひきました。皆様も体調管

        理には是非お気を付け下さい。

小林健男さん  本日はよろしくお願いします。

栗原正博さん  本日もよろしくお願いします。

関根 浩さん  本日も宜しく御願い致します。

齋藤 清さん  いつもお世話になります。

土橋藤男さん  お世話になります。
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（出席免除３）

本日の出席率 52.83％

修 正 出 席 率(1２/7） 62.96%

本日の合計 累計 総数

￥40,000 ￥1,426,500 20 名

目標額  ￥2,000,000

例会場＆事務所 蓮田市本町 4-１１

           日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    岩崎一隆    幹 事 佐藤 淳

会長エレクト 田中政司    副会長 波多野勝治

副幹事    栗原 均

クラブ広報委員長  渡辺 圭

    副委員長 山岸茂夫

     委 員  土橋藤男 近藤敬男 熊倉 清

          栗林 学 宮野訓夫 斉藤啓崇

          齊藤清和
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    副委員長 山岸茂夫

     委 員  土橋藤男 近藤敬男 熊倉 清

          栗林 学 宮野訓夫 斉藤啓崇

          齊藤清和
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    副委員長 山岸茂夫
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          栗林 学 宮野訓夫 斉藤啓崇

          齊藤清和

                                 My Rotary より


