
       

       ２０１７－１８年度初回例会にご出席を

頂き感謝申し上げます。

とうとう第４７代目の会長として挨拶を

する時を迎えました。歴史ある蓮田ロータ

リークラブの会長職を拝命し身の引き締ま

る思いです。1 年間精一杯務めさせていた

だきますので、よろしくお願い申し上げます。

本日、ガバナー補佐の林様がお見えですので後でご挨拶をお願

い申し上げます。

さて、イアン・ライズリーRI 会長の RI テーマが「ロータリー：

変化をもたらす」です。ロータリー：変化をもたらすとは、地域

社会のニーズの変化に敏感に対応しながら継続的に奉仕を実行す

ることにより、周囲の人々に変化を与えることができる。そして

ロータリー活動を通じて自分自身も変化を受け入れていくと理解

しています。

RI テーマを推進するには、元気なクラブが基本にあると思いま

すので、その詳細は所信でお話をさせていただきます。

先日の例会において、唐突に例会場の変更についてクラブ

フォーラムを実施しましたが、結論が出ず特別委員会を設置し検

討するとの結論でした。そこで、特別委員会を設置し土橋委員長

ほか８名で検討した結果、例会場はりそな銀行が望ましいので、

まずは数回りそな銀行で開催し会員皆様の意見を聞くこととの答

申が出されました。この答申を受け理事役員会に諮ったところ承

認が得られましたので、会場の準備ができ次第、りそな銀行の３

階で例会を開催いたしますのでご協力をお願いいたします。

さて、地区では、すでに新年度に向けて動いております。６月

１７日にクラブ研修リーダーセミナーが開催され、波多野研修

リーダーにご出席をしていただきました。ありがとうございまし

た。また、同日ローターアクトクラブの提唱を目指す当クラブか

ら RAC 提唱 RC 意見交換会・次年度指導者講習会に栗原幹事、

秋葉委員長及び中村副委員長が出席されました。ありがとうござ

いました。また、７月には部門セミナーが毎週開催され、お忙し

いところ恐縮ですが担当委員長さん、ご出席をお願い申し上げま

す。

皆様、１年間“元気なクラブづくり“にご協力をお願い申し上

げます。
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✰斉唱

国歌「君が代」
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会員誕生日

勝沼 稔 中野政廣 本橋敏男

武藤倫雄 塚本 晃

配偶者誕生日

深江洋司 黒須明子

親睦活動副委員長     田原春夫

・納涼移動例会について：７月２２日（土） 会費￥7,000

赤坂迎賓館赤坂離宮及び浅草観光

会員増強維持委員長     加藤 始

・会員増強維持委員会開催について：7 月５日 18:30～

青少年奉仕委員長     塚本 晃

・青少年交換学生 永島さん ７/27 出国

        エバさん ８/19 入国

委員会で送迎に行きたいと思います。

公共イメージ向上委員長    金子淳美

・ロータリーの友より記事紹介

横組みＲＩ会長あいさつ           Ｐ7

   ガバナーの横顔 大貫ガバナー      Ｐ25

   ロータリー情報の宝庫「ロータリー文庫」をご活用ください

   ロータリー文庫運営委員会委員長 大塚信郎（上尾）Ｐ43

   財団 100 周年を記念し、公開例会開催（越谷）Ｐ47

縦組み米山学友が懸けた橋（川口西）      Ｐ63

ロータリー財団委員長     岩崎一隆

・Ｒ財団寄付者報告：田中政司・栗原 均・波多野勝治

米山記念奨学・学友委員長    深江瑞枝

・米山特別寄付者報告：田中政司・栗原 均・黒須雅行

          

７月の御祝い

縦組み  Ｐ34Ｐ59

◆合同例会の勧め ◆ＲＡＣについて

◆地区からのお願い

・会員増強 目標 2,800 名

特に若い会員、女性会員の入会

・会長賞、財団・米山寄付 100％

・ブライダル委員会へ紹介

・日韓親善会議の要請

・腎・アイバンクの登録 ガバナー月信への投稿

・会員増強名称の変更

一年間どうぞ宜しくお願い致します。

米山奨学金７月分授与

世界 100 カ国以上で実施されているロータリー青少年交換は、ロータ

リークラブによる支援の下、15～19 歳の学生が海外に滞在し、言語や文化を学びながら、海外に友人

をつくり、世界市民としての自覚を養うことのできるプログラムです。

青少年交換でいろいろな可能性が広がります。

①自分で考え、率先して行動する力を育てる ②外国語や異文化を学ぶ              

③海外の若者と交流し、友だちをつくる    ④グローバルな市民になる
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

副会長 黒須雅行
田中年度、副会長を仰せつかりました黒須です。宜しくお願いいたします。

田中会長と会長テーマ「元気なクラブづくり」に向かって、栗原幹事と共に１年間

支えていき、蓮田ロータリークラブのため少しでもお役に立てればと思っております。

特に、田中会長と会員との距離感を大切にすることを第一に考えて副会長として全力

でサポートしてゆきたいと思っております。会員の皆様のご協力の程宜しくお願いいた

します。

幹 事 栗原 均
伝統ある蓮田ロータリークラブの幹事を拝命いたしました、会員の皆様宜しくお願

いいたします。

田中政司会長の方針「元気なクラブづくり」に向けて微力ではありますが、サポー

ト役として元気に行動をしたいと思います。

会員皆様、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

       会 長 田中政司

１.クラブの活性化    

・例会出席率 75％（月４回） ・各委員会年６回以上実施する

・月間テーマに合った卓話 ・会員による卓話

・親睦活動と奉仕活動

２.人材の育成    ・入会５年未満の会員への研修 ・RLI への参加奨励

・クラブ外研修も実施      ・地区への出向

・My Rotary の活用

３.会員増強と維持 ・新入会員５名（内女性１名以上） ・年齢のバランスも考慮

・公共イメージとの協       ・情報を当該委員会へ一元化  

・ＳＮＳ等を活用し退会防止

４.奉仕と親睦活動の充実 ・既存奉仕活動の見直し  

・地区補助金を活用した国内、海外奉仕活動

           ・新規プロジェクトの模索    ・家族を含めた親睦活動の充実

５.財団及び米山への協力 １００％達成を目指す。

・個別に寄付をお願いする    ・多くの会員に協力してもらえる

                                積立方式も検討する

６.RI 会長賞へ挑戦   ・クラブのサポートと強化  ・人道的奉仕の重点化と増加

           ・ロータリー公共イメージと認知度の向上

                             →各４項目以上を達成

クラブ目標

“元気なクラブづくり”

を目指して
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林 明 さん 本日はよろしくお願いいたします。

田中政司さん 2017-18 年度初回の例会へご出席あ

りがとうございます。“元気なクラブ

作り”にご協力お願いいたします。

栗原 均さん 出席ありがとうございます。一年間よ

ろしくお願いします。

土橋藤男さん ガバナー補佐 林様、本日はご苦労様

です。

鯨岡文夫さん 林ガバナー補佐 ようこそ。

近藤敬男さん 田中会長、栗原幹事一年間良い年にな

る様に。林ガバナー補佐一年間よろし

く御指導下さい

黒須雅行さん 今日から田中・栗原年度宜しくお願い

致します。第７グループガバナー補佐

林様 ようこそ。妻への誕生祝い有難

うございます。

深江瑞枝さん 田中会長、栗原幹事よろしくお願いし

ます。パートナーの誕生祝い有難うご

ざいます。

波多野勝治さん 祝「田中・栗原年度」方針達成は

辛抱→心棒→信望です。頑張りましょ

う。

秋葉功四郎さん 田中会長、栗原幹事一年間宜しくお

願い致します。

飯野浩一さん 田中会長、栗原幹事一年間よろしくお

願い致します。

岩崎一隆さん 田中・栗原年度、いよいよ始まりまし

たね。皆さん応援していきましょう。

加藤 始さん 田中会長、今年度よろしくお願いいた

します。

桐田直樹さん 田中サン ガンバレ!!

森伊久磨さん 田中年度第一例会おめでとうございま

す。今年一年宜しくお願い致します。

島村 功さん 田中会長、栗原幹事一年間期待してい

ます。頑張りましょう！

関根 浩さん 今日から一年間、田中会長宜しくお願

い致します。

田原春夫さん 田中会長、栗原幹事一年間宜しくお願

い致します。

田中雪心さん 会長・幹事一年間がんばって下さい。

十川英男さん 田中年度一年間がんばって下さい。

冨田 穣さん 田中年度のスタート、アツく、青空の

下頑張って下さい。本日も宜しくお願

いします。

舟山清志さん 新年度も宜しくお願い致します。

金子淳美さん 本日より新年度、よろしくお願いしま

す。

渡辺 圭さん 新年度大変ですが、頑張ります。

齋藤清和さん 今年度もよろしくお願いします。

塚本 晃さん 本年度も宜しくお願いします。

川田金造さん 一年間宜しくお願いします。

小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

近藤憲明さん 本日は宜しくお願いします。

武藤倫雄さん 本日もよろしくお願いします。

斉藤啓崇さん 本日もよろしくお願い致します。

総数 出席 欠席 ＭＵ

53 28

（２）
22 3

（出席免除３）

本日の出席率 63.46％

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    田中政司    幹 事 栗原 均

会長エレクト 田原春夫    副会長 黒須雅行

副幹事   島村 功   

公共イメージ向上委員長    金子淳美

     副委員長   斉藤啓崇

     委 員    土橋克美 星野正男

川田金造 栗原正生

野村 均 齋藤 清

本日の合計 累計 総数

￥66,000 ￥66,000 31 名

目標額  ￥2,000,000

使途指定 ￥105,000


