
       

例会場 埼玉りそな銀行

  蓮田支店 3F

点鐘   12:30

会長    田原春夫

幹事    島村 功

司会    川田金造

お客様紹介

親睦活動委員長 飯野浩一

米山記念奨学生

陳 萌萌さん

蓮田ロータリークラブ会長

      松野正和さん

司法修習生

✰斉唱

国歌「君が代」奉仕の理想

今月の歌 「浜辺の歌」

✰唱和

ロータリーの目的

四つのテスト 田中 靖

✰７月のお祝い

✰活動方針発表

会 長   田原春夫

幹 事   島村 功

副会長   川田金造

クラブ研修リーダー

       十川英男

             まず最初 2017-1８年度田中会長、栗原幹事

大変お疲れ様でした。何となく優しいお顔なら

れた様に思います。

今年度会長をやらせて頂きます田原です。

いよいよ新年度が始まりました。解からない

事ばかりで、皆さんにご迷惑を掛けると思いま

すが、同じ会費をおさめて同じ目的・活動をす

る中で、人それぞれ性格・考え・行動が違うと思います。ひとつ

の輪の中で仲間として蓮田ロータリークラブの歴史に恥じぬよう

に、一年間頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。ま

た、皆さんの例会への出席もお願いします。

７月２日より来年春卒業の高校生の求人募集の受付がスタート

しました。２日から何校かへ求人案内を届けて来ましたが、何分

募集企業が多くゲット出来ない状況がつづいています。積水ハウ

スには教育する研修校があり、６ヶ月入校してから弊社に勤務と

の流れがあるのですが、非常に難しいですね。皆さんの会社は如

何ですか？

６月２２日から娘の結婚式で、グアムに行ってまいりした。も

う１年前に入籍は済んでいたのですが、式だけはと思い済ませて

来ました。親子での海外は何かとめんどくさいですね

６月２９日関東・甲信越の梅雨が明けました。こんなに早く明

けたのは１９５１年の統計開始以降初めてで、梅雨の期間が２３

日間で１９７８年に並ぶ１位タイの短さだったようです。水不足

にならなければ良いのですが・・・・

会長あいさつと致します。

２０１８-１９年度 テーマ

「インスピレーションになろう」

「すべてはクラブ活性化の

              ために」

～実り豊かな奉仕目指して～

「将来に向けてリーダーの育成」

Japan Office より

・最新の RI レートは｢My Rotary 為替レートページ｣を確認。

７月のロータリーレート 110 円

地区事務所より

・第１回青少年交換受入関係者会議

・「就労体験活動５days」への協力依頼

・インターアクト訪日団日程変更 2019.2.8(金)～2.13(水)

直前第７G 林ガバナー補佐より

・2018-19 年度第 7G 青少年交換学生受入

クラブ負担金について￥200,000/クラブ

はすだ市民まつり実行委員長より

・｢第 29 回はすだ市民まつり｣協賛金のお願い

蓮田市コミュニティづくり推進協議会より

・ふるさと水辺ウォーク担当者会議案内

✽例会終了後、第１回理事役員会(７月度)を開催致します。

回覧します。
・財団 NEWS

・ライラ研修

2017-18 報告書

・宮崎南 RC 週報

・埼玉県腎アイバンク

     総会資料

・東埼玉病院だより
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       ローターアクトクラブ

       の趣旨に沿った社会奉仕

活動をしていきたいと考

えます。そして、アクト

に関わった一人ひとりが

自己研鑽し、明るく元気

なクラブ運営をしていき

ます。ご指導ご鞭撻の程

宜しくお願い致します。

１．会員数 13 名

２．会費  社会人 ￥1,000/月

      学生   ￥500/月

３．課題

４．年間計画案

     等について発表がありました。     

司法修習生

片岡甲斐様

（白会員事務所）

蓮田ＲＡＣ

会長 松野正和様

会員誕生日 武藤倫雄 栗原比呂志

中野政廣 勝沼 稔

塚本 晃

配偶者誕生日 濱谷景祐 深江洋司

黒須明子

７月の御祝い✽親睦活動委員長       飯野浩一

納涼移動例会案内（会員・家族）

・日時：７月 25 日（水）11:30 出発 21:30 帰着

観光：横須賀軍港めぐり

✽会場委員長         舟山清志

・席次表を作成致しましたので宜しくお願い致します

✽ロータリー財団委員長    田中政司

・早速にご寄付いただき有難うございます。

土橋藤男様・波多野勝治様・栗原 均様・田中政司

✽米山記念奨学委員長     深江瑞枝

・米山事業にご理解いただき、早速にご寄付有難う

ございます。

土橋藤男様・黒須雅行様・深江瑞枝

青
少
年
交
換
学
生
受
入

地
区
よ
り
の
感
謝
状

大貫ガバナーとともに 岩崎会員＆栗原均会員
2019 年 6 月１日～５日
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    幹事 島村 功
田原会長の補佐役・女房役として

精一杯・一生懸命に頑張って参りま

す。また、会員増強と明るく、元気

なクラブ運営を目指して参りたいと

思います。

会員の皆様には是非、出来る限りの例会出席・各

行事への参加・協力をお願いすると共に格別のご指

導を心からお願い申し上げす。

最後にみなさんにお願いがあります。今年度の

年度計画書のニコニコ会計の予算は前年比８５％

で組みました。それは例会の出席率の現状のまま

と見込んだためです。ニコニコＢＯＸで頂戴した

資金は、奉仕活動の原資になりますので、今年度

の出席率の向上とニコニコＢＯＸにご協力をお願

います。

           会長 田原春夫   

今年度は奉仕活動を通じて組織の成長と共に早く

若い会員の方々がクラブの中心で活躍できるように

活動したいと思います。

バリー・ラシン RI 会長のテーマは「インスピ

レーションになろう」です。何か大きな事に挑戦す

る気持ち、直感的なひらめきで行動を起こす意欲

と、もっと何かをしよう、またやる気を引き出して

ほしいと発表されました。すべてはクラブ活性化の

為に実り豊かな奉仕を目指して１年間頑張りますの

でご協力をお願い致します。

クラブ目標

１. クラブ予算に沿った計画をたてる

（50 周年に向けて）

２.クラブ活性化

・現会員の維持とフォロー

・出席率の向上 ８０％以上を目指す

・家庭集会・MU の計画と実施

・各部門委員会を３ヶ月１～２回行う

・卓話者の選択（外部卓話・著名人）

３. 人材育成と増強

・入会８年未満の会員研修を行う

・会員一人ひとりが増強に努力する   

・入会者にはロータリーの活動等よく説明する

・目標 新会員５名（内女性１名）

       ＊栗橋 RC 脱退のため８名となる

4. 奉仕活動

・地域密着による奉仕活動

・行政区域内に居住する人々への奉仕

・他国の貧しい人々を助けることを目的し国際

理解、親善に役たてる

5. 親睦

・今年度の旅行はバスにて行いたいと思います

・配偶者の参加宜しくお願いします

６. ロータリー財団・米山

・寄付額 １００％達成目指します

     副会長 川田金造
蓮田ロータリ－クラブは、年齢幅

や会社の大小及び職業の多様性を抱

えたおもしろいクラブだと思います。

その中で出席率の問題、寄付や

ロータリ－の知識以外に今までいろ

んな組織に関わっていなかった会員

もいますので組織の基礎など会長、幹事及び研修

リーダーなどと連携して今年度を多少でもサポート

していきたいと思います。

クラブ研修リーダー

      十川英男
ロータリー精神の基本は、簡単に

言えば自分で行っていくことです。

ロータリーとして必要な知識や情

報は、自分で収集し実践していけば

理解が早く、ロータリーとして楽しみも増えます。

「人の喜びは他人に感謝されたときが、一番の幸せ

です」と元 RI 会長田中作次さんが蓮田 RC の 40

周年の時のあいさつで言っておられました。その中

で少しの手助けとして研修リーダーがいます。

蓮田ロータリーはマイロータリ－加入率はほぼ

100%ですが、その使い方がわからない会員がいま

す。そのあたりをロータリー情報委員会と連携して

強化して行きたいと思います。そして私が商工会で

培った組織というものを 5 年未満の会員と一緒に勉

強をしていきたいと思っています。

P27    
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田原春夫さん いよいよ新年度が始まりました。会員の

様、一年間宜しくお願いします。

島村 功さん 田原年度が始まりました。一年間ご協力よ

ろしくお願い致します。

川田金造さん 田原・島村年度よろしくお願いします。

松野さん 片岡さんようこそいらっしゃい

ました。

十川英男さん 田原年度はじまります。よろしくお願い

します。

波多野勝治さん 新しいステージ、新たなパフォーマン

ス、一年間頑張りましょう。

田中政司さん 田中丸の船出おめでとうございます。一

年間よろしくカジ取りをお願い致します

一年間お世話になりました。

栗原 均さん 国際大会参加して来ました。いろいろな

人との交流が出来ました。田原会長、島村

幹事一年間宜しくお願いします。

秋葉功四郎さん 新年度第一回田原会長、島村幹事一年

間宜しくお願い致します。

土橋藤男さん 今日から新年度です。会長さん、幹事さん

はじめ新役員さんよろしくお願いします。

深江瑞枝さん 田原年度、いよいよ船出ですね。島村幹事

頑張って下さい。主人の誕生祝いありがと

うございます。

舟山清志さん 本日は田原年度の第一例会です。会場委員

長として頑張ります。皆様のご協力の程宜

しくお願いします。田原会長、島村幹事一

年間宜しくお願いします。

白 日光さん 新年度第一回田原会長、島村幹事一年間よ

ろしくお願いします。

飯野浩一さん 田原会長、島村幹事一年間よろしくお願

い致します。松野さん、片岡さん、陳さん

蓮田ロータリーへようこそ。

岩崎一隆さん 田原・島村年度始まりましたね。

加藤 始さん 田原会長一年間宜しくお願い致します

金子淳美さん 田原会長、島村幹事一年間よろしくお願い

します。本日もよろしくお願いします。

桐田直樹さん 田原会長、島村幹事様よろしく。

古壕明人さん 田原会長、島村幹事一年間宜しくお願い

します。頑張って下さい。

近藤敬男さん 新しい年度 田原会長、島村幹事一年間

指導よろしくお願い致します。

鯨岡文夫さん 田原会長、島村幹事期待しております。

栗原比呂志さん 田原丸の出航です。船長一年間よろしく

お願いします。おめでとうございます。

黒須雅行さん 田原年度いよいよ始まりですね。一年間

宜しくお願いします。妻の誕生祝い有難う

ございます。

森伊久磨さん 田原会長、島村幹事今年一年よろしくお願

い致します。

中野政廣さん 田原会長一年間宜しくお願い致します。

野村 均さん 田原会長、島村幹事頑張って下さい。

齋藤 清さん 暑くなりました。今期もよろしくお願いし

ます。田原、島村さんコンビで頑張って下

さい

関根 浩さん 田原年度一年間宜しくお願いします。

田中 靖さん 田原会長、新年度スタート。本日７/4 は

アメリカ独立記念日、アメリカ企業に勤務

する者として一層スタートを実感していま

す。一年間よろしくお願い致します。

富田 穣さん 田原・島村年度スタート。どうぞ宜しくお

願いします。

八鍬伸一さん 田原会長、島村幹事一年間どうぞ宜しくお

願い致します。

渡辺 圭さん 新年度どうぞよろしくお願い致します。

濱谷楽夢さん 主人の誕生祝い有難うございます！本日も

よろしくお願い致します。

白濱龍興さん 妻の誕生日に花のプレゼントありがとうご

ざいました。大変喜んでいました。

（私はやったことがなかったので）

塚本 晃さん よろしくお願いします。

本日の合計 累計 総数

￥75,000 ￥75,000 34 名

目標額  ￥1,700,000

総数 出席 欠席 ＭＵ

52 ３４ 18 ４

本日の出席率 73.08％

修正出席率

例会場 埼玉りそな銀行蓮田支店 ３F

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    田原春夫  幹 事 島村 功

会長エレクト 野村 功  副会長 川田金造

             副幹事 齋藤清和   

公共イメージ向上委員長  武藤倫雄

     副委員長  土橋克美

      委 員   十川英男 宮野訓夫

             飯野浩一 一之瀬真弥

             栗原正生 関根 浩


