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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

森田英郎君(傘寿)  
毎日、バランスの良い

食事に気をつけ、これか

らも出来るだけ出席し

たいと思っています。 

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 
関根保子様 

 

＜9 月プログラム＞  

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山奨学生       李 宝雲 様 
 

●●●会長の時間         吉永章子会長 

 ロータリーの優先課題は会員増強です。そして

8月は会員増強月間です。今日の後半はグループ

分けした全員参加でのセッションがあります。 

又、8/23 の例会はクラブ奉仕部門、本庄 RC の高

柳会員増強委員長の卓話をお願いしてあります。

テーマは「地区の会員増強の現状について」です。

新会員の獲得と退会防止のヒントになる内容も

あるかと思います。有意義な時間を過ごしましょ

う。質問等ありましたらお聞きください。 

これから小委員長の年度計画の発表があります。 

 

■■■幹事報告         齋藤栄作幹事 

第 2回理事会報告<協議事項> 

1.9 月 10 月のプログラムについて 

2.Ｒ財団寄付 

①会員協力寄付年 50＄以上(半期毎 25＄以上） 

②使途指定寄付年 20＄以上(半期毎 10＄以上） 

米山記念奨学寄付 普通寄付 目標 年間 4,000

円以上(半期毎 2,000 円以上） 

3.万燈まつり協賛金 10,000 円 ７/27 支払済み 

4.その他  

○退会者の記念品（石川山治様） 

○今後横断幕作成費 忽滑谷会員へ￥2000 支払 

○会計報告について通信費の詳細を確認・承認 

<報告等> 

①8/14(水)～15(木)秩父音頭まつり 

8/22(水)RLI パート１開催 

8/29(水)Ｒの友地区委員会セミナー 

9/1 (土)第１回社会奉仕部門セミナー 

9/5 (水)会長幹事会 18：00 産業文化センター 

9/8（土）第 1回 R財団部門セミナー 

その他 川越市制 90 周年記念大学野球 
 

■■■委員長報告 

会員増強委員会        宮崎正文委員長 

本日は会員候補者のリストに基づきグループ

に分かれディスカッションをお願いします。 

会報委員会           宅見允委員長 

齋藤金作会員より週報３号の第 11 回コラムの

説明がありました。 

◎テーマ「積善の家には必ず余慶あり」 

雑誌委員会        関根靖郎委員長 

ロータリーの友８月号横組み１頁に RI 会長メ

ッセージ「心に残るロータリー体験」、6～16 頁

会員増強成功の秘訣、47 頁に日本のロータリー

先駆者が載っています。縦組み 2～6頁では飯館

村菅野典雄村長の「お金の世界から命の世界へ」

も是非お読みください。 

 当番 内 容 

6 日 大野 ガバナー訪問 

13 日 粕谷 
卓話  

地区新世代委員長  坂本元彦様

20 日 加藤 卓話 板木麻耶様     

27 日  ロータリー美術館 

在籍表彰の記念品授与 (表彰例会欠席による) 

在籍10年粕谷康彦会員 在籍20年大野賢次会員

100%例会出席 友野政彦会員・平岡達也会員 

       大野賢次会員 

第 5号 ２720回例会 ２０１２年 8月 2日（木） 

 

■会報委員長：宅見 允 

■当 番：石川 嘉彦 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

入間ロータリークラブ    

Weekly Report 

2012-13年度RＩテーマ 

■ 2012-2013 ＲＩ会長：田中 作次 
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：鈴木 秀憲 

■ 会長：吉永 章子 幹事：齋藤 栄作  

■ 例会日：木曜日 12：30～13：30   

■ 例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール

      Tel.04-2963-1111 
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「会員増強に関するディスカッション」 

会員増強委員会担当

会員増強月間によりグループディスッカ

ションを開催。各テーブル毎に、入会候補

者のリストアップとともに各候補者に対す

る勧誘のための訪 

問責任者を決め、 

今月中に訪問をお 

願いしました。 

ロータリー情報委員会     細淵克則委員長 

 本日のＲ情報委員研修会は市民会館３階で７

時からです。皆さん参加宜しくお願いいたします。 

＜ニコニコＢＯＸ＞       細淵克則ＳＡＡ 

齋藤金作君～100%皆出席を 50 年間継続したご
褒美にクラブから立派な記念品を頂戴致しまし

た。森田英郎君～当月で 80 歳になりました。会
員各位のご厚情を感謝いたします。傘寿のお祝い

誠に有難うございます。 
本日¥22,000   累計¥99,000 

 

＜出席報告＞         摂田順一出席委員 

*事前欠席連絡 8 名 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 8月号 ②ガバナー月信 8月号 

③ 8/2 Ｒ情報委員研修会開催通知＆出欠表 

④ 9/27 ツタンカーメン展と夕食の宴出欠表 

⑤ 茶の香めーる Vol.45 

⑥ 財団室 NEWS7 月号 

⑦ 入間市教員委員会研修会参加の御礼 

⑧ RI2570 地区内クラブ共催のご案内 

⑨ ロータリークラブ・セントラルのご案内 

⑩ R 日本財団確定申告用寄付金領収書送付案内 

⑪ 他クラブ週報 ⑫週報 3,4 号 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

●各小委員長年度計画発表(7/19続き)● 
■健康管理委員会      上野弘勝委員長 

健康が第一と考え、健康維持に関する活動を実

施して参ります。先ず初めに 10/18に防衛医大放
射線教授の細田様に卓話をお願いしています。 
■地域発展委員会      大野賢次委員長 

「子どもに魅力的な街づくり」を推進し、社会

奉仕委員会全体で取り組み、他の団体とも連携を

図って地域交流会を継続発展させて参ります。 

■世界社会奉仕委員会    関谷永久委員長 

書損じ葉書、ネパール奨学支援、飢餓ランチ等

当地区の方針に沿って活動していきます。 

■ロータリー財団委員会   滝沢文夫委員長 

「未来の夢計画」の準備期間ですので、一生
懸命勉強し、11月に発表出来ればと思います。 
■米山記念奨学委員会    豊田義継委員長 

財源が元で成り立つ組織ですので、皆様にも理

解して頂き今年度もご協力宜しくお願いします。 

又、留学生の例会出席向上と交流を計ります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 31 名 71.1％ 82.1％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・関谷）

第 ６号 ２７２１回例会 ２０１２年 ８月 ９日 

吉永章子会長のご母堂 吉永よし江様(享年 90

歳)儀 8 月 8 日午後ご逝去されました。心よりご

冥福をお祈り申し上げ、黙祷を捧げます。

国立近代美術館 


