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クラブ協議会（2014-15 年度下期収支決算報告、
2015-16 年度上期事業計画・予算案発表）
小沼副会長
大宮西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞパスト会長 清水 恒信 様
佐野 巖 会長

うちの会長は 10 名の純増目標を打ち立てています。し
かし会員増強の部門委員長が９１名だから１人が１名
ずつ入れて１８０名にしようと。
（中略）とにかく、今
年はトップなろうというのが私共クラブの増強の目標
でございます。
（中略）うちのクラブの自慢をしながら、
会員が多いのは楽しいんだということをお知らせしま
して会員増強に励んで頂きたいと思います。今日は有難
うございました。

町田幹事
佐野・町田丸が無事船出をし、厚く御礼申し上げます。
３６５日 1 年という長い航海を事故なく乗り切ってい
くには、それぞれ与えられた持ち場で責任を果たし結果
を出すことではないでしょうか。新年度の始まりにあた
り徳永会員より素晴らしい旗をプレゼントして頂きま
した。初例会で素敵な彩りをして頂きましたことに感謝
致します。この旗を会員増強の旗として命名したいと思
います。会員一人一人のお名前が載っております。一人
でも多くの会員が増えていくことを願って頑張ってい
きましょう。
.

大宮西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
パスト会長 清水 恒信 様

多分初めての第２例会だと思います。
１回目は止めておいたほうがいいで
すね。２回目こんなに歓迎されるとは
夢にも思いませんでした。いつも初め
て参りますと挨拶をさせてもらった
ことは多分ないです。あったとしても今は亡くなりまし
た栄ちゃんと久世さんが話をしないうちから短く！短
く！と。今年度は「出会いに感謝して」一人一人が増強、
３０周年を祝おうとクラブテーマがございます。聞くと
ころによりますと４３名ということです。地区に対して

・各部門セミナー、義務出席の方は必
ず出席をお願い致します。
・9/2 大宮ＲＣ例会にて「WBA スー
パーフェザー級スーパーチャンピ
オン内山高志さん」が卓話をされま
す。興味のある方は幹事まで。
・2016-2017 年度青少年交換学生派遣募集がありま
す。
（締切 8/5）どなたかいらっしゃいましたら幹事
まで。
・今年から名札ＢＯＸが再開しました。出席したら、必
ずそこから名札をとって下さい。

御畑ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
今期より例会場が変わり、食事の数を
事前に注文しなければならないので、
水曜日に皆さんに出欠を問うお手紙を
を出します。金曜までに必ずお返事を
お願い致します。食事の数が足りなかっ
たり、多かったりしますと困りますので、必ずお守り下
さい。事務局で出欠の集計したものを、見富出席委員長
にＦＡＸをします。返事が来ない方には委員長より督促
の電話があると思いますので、宜しくお願い致します。

出会いに感謝して

裏面に続く→

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
坂 前年度出席委員長
☆ホーム例会１００％
佐野会長、町田幹事、長谷川直前会長、深田会員
☆メーキャップ１００％
泉会員、岩渕会員、勝野会員、切敷会員、久世
会員、熊木会員、品川会員、林会員、星野会員、
見富会員、町田幹事、守屋直前幹事、坂会員

見富出席委員長
会員数：４３名

出席数：３１名

出席率：７２％

（順不同）

・一年振りです。ご無さたしました。
清水恒信様
・理事会お疲れ様でした。いよいよ本格的に始動と
なります。よろしくお願いします。 佐野 巖会長
・今年の夏も暑くなりそうです。今から彼岸を待つ
日々です。
・・・・・・・・・・・・ 東山 大会員
・暑くなりました。体調に気をつけてがんばりましょ
う。
・・・・・・・・・・・・・・・入江信仁会員
・サンパレスでの初例会、佐野会長、町田幹事、一
年間、クラブテーマ「増強」を全会員で 1 人以上
の入会をさせましょう。
・・・・・・・林 正憲会員
・清水さんようこそ！2 週目の例会のメーキャップ！
大変参考になりました。
・・・・・・星野時夫会員
・清水大宮西クラブパスト会長ようこそ。宜しく。
連日の猛暑で早くもバテ気味です。
・・・・・・・・・・・・・・・・品川喜久郎会員
・熱中症にお気をつけください。
・・・村田拓郎会員
・大宮西、清水様ようこそ。
・・・・・町田宏遠会員
・理事会ご苦労様でした。
・・・・・・熊木広光会員
・佐野年度第 1 回クラブ協議会、会員一同頑張りま
しょう。
・・・・・・・・・・・・・勝野由行会員
・佐野年度第 1 回クラブ協議会メンバー全員で協力
しましょう。
・・・・・・・・・・・ 徳永誠三会員
・清水さんいらっしゃいませ。クラブ協議会おつか
れさまでした。 川西英章会員、南 慎一郎会員
・日曜の軽自動車耐久レースは総合優勝出来ました。
今週末は息子のカートの全国大会で三重までいっ
てきます。
・・・・・・・・・・・・鈴木真琴会員
・理事会忘れていました。申し訳ありません。猛暑
のせいでしょうか。
・・・・・・・・岩渕孝男会員

・初例会ありがとうございました。ノタルの 1 周年
記念のライブは大盛況のようでした。 御畑博司会員
・清水恒信さんようこそ。今日は第 2 例会です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 坂 仁視会員
・毎年結婚記念日に仲人をした子達から花束、観劇券が
家内宛に届きます。私がまとめてあげたのに何故家内
でしょう。日比谷シアタークリエの「ライム・ライト」
を見ながら考えました。
・・・・・・・見富清一会員
・理事会おつかれ様でした。久々のサンパレスです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・小沼岳司会員
・本日の理事会ごくろう様でした。
川㟢彦一会員
・ようやく夏らしくなってきました。熱中症に気をつけ
て夏を楽しみましょう！・・・・・・・木下 恵会員
・暑いですねェ～。がんばりましょう！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・切敷健一会員
・長谷川年度下期会計決算、臨時理事会出席ありがとう
ございました。
・・・・・・・・・・・泉 英明会員
・西瓜を３個収穫しました。まずまずの出来です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・樋口領治会員
・今後の例会、食事の個数あり。2 日前迄に出欠連絡
を！・・・・・・・・・・・・・・・・山本英一会員
・クラブ協議会、ご苦労様です。
・・・・酒井正次会員
・佐野年度第 1 回クラブ協議会、皆さん頑張りましょ
う。
・・・・・・・・・・・・・・・・久世晴雅会員
・佐野年度第 1 回クラブ協議会、特に前年度理事・役
員の皆様ご理解いただきありがとうございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・守屋 実会員

本日のスマイル合計： ３０，０００円
本年度スマイル累計：１３０，０００円

本日お誕生日

木下副ＳＡＡスマイル報告

開会始めに全員でご挨拶の握手

出会いに感謝して

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
＜2014-2015 年度下期収支決算報告＞

報告・質疑応答後、拍手をもって
承認されました。
一年間ありがとうございました。

＜2015-2016 年度上期予算案発表＞

南長期計画委員長

泉会計

川㟢会計

すべて見直そうということで、クラ
ブ研修リーダーも新設されました。
私も地区のセミナーに参加して、ロ
ータリーの魅力が少しわかってきま
した。どうしたら楽しいクラブにな
るか、どうしたら増強出来るかを考えながら、まずはし
っかり出席をして、勉強をして来年に備えていきたいと
思いますので、宜しくお願い致します。

報告後、拍手をもって承認されまし
た。一年間宜しくお願いします。

御畑クラブ奉仕委員長
出席率アップも増強も楽しい例会に
してというのが一番だと思いますの
で、皆さんからご意見、アイディア
がございましたら教えて頂きたいと
思います。宜しくお願い致します。

＜2015-2016 年度上期事業計画案発表＞
星野クラブ研修リーダー

入江会報広報委員長
第 1 回例会より週報が変わりました。
より良いものにしていきたいと思い
ますので、宜しくお願い致します。

皆さんと一緒に語り合って、今後の
大宮中央をどうして行こうかと、戦
略計画を練って参りたりと思います。
是非皆さんのお力をお貸し頂きたい
ので宜しくお願い致します。

守屋親睦委員長
久世３０周年実行委員長

予算の関係で会員旅行が下期になり
ました。前年度の反省を踏まえて頑
張ります。宜しくお願い致します。

これから詳細を決めていきますが、それぞれの委員会の
役割が決まりましたら、宜しくお願い致します。

坂副会長（管理運営）
第１、第２例会とエレクトーンが入
り
り、4 つのテストが歌になったり、
握手をしたりと新しい施行を取り入
れさせて頂きました。楽しいクラブ
運営とセレモニーの部分では少しピ
リッと緊張感を持つのも良いかと思います。予算も含め
今年は色々な部分で見直しをしたいと思っていますの
で、宜しくお願い致します。

勝野プログラム委員長
各割り振られた担当委員会に、例会
2 か月前の理事会には必ず調整して
頂くということで、私の方から煩く
言うと思いますが、宜しくお願い致
します。

勝野 30 周年編纂副委員長
３０年史必ず立派なものが出来る様に努力をしていき
たいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

品川会員増強委員長
一人が一人増強ということで、昨年
から念仏の様に言っていますが、予
算に関しても会員 43 名ではクラブ
運営も厳しいので、誰かが増強する
という考えではなく、一人一人が心
して頂きたいと思います。是非ご協力をお願致します。
か

見富出席委員長
出席されている方にどうのこうので
はなく、出席されない方のフォロー
をして頂きたいと思います。
1 年間宜しくお願い致します。

裏面に続く→

出会いに感謝して

OMIYA CHUO ROTARY CLUB
小沼副会長（奉仕プロジェクト）

木下シスタークラブ委員長

全体の運営の中での奉仕事業をきち
んと把握しながら、ご迷惑をかけな
い形で一生懸命やりたいと思ってお
りますので、宜しくお願い致します。

30 周年には南安養ＲＣと連絡役を
務めるとともに、
「おもてなしの心」
でサポートしていきたいと思ってお
ります。

岩渕職業奉仕委員長
職業の継続と元気でなくちゃいけな
いということで、9/15 に企画をし
ております。下期は外へ向けた地域
社会奉仕というか青少年奉仕をやっ
ていきたいと思います。

熊木青少年奉仕委員長
上期 1 万円、下期 1 万円の特別会費
を頂いて事業を行いますが、お金だ
けということではなく、皆さんのご
協力が必要となります。良い結果を
残せるよう宜しくお願い致します。

樋口職業情報委員長
9/15 大型講師の卓話を頂こうと計
画しています。その他は企業訪問な
り、メンバーの中から卓話を頂くと
か、西高の生徒さんに職業人として
参考になる話をする機会があるんで
はと思っております。

山本社会奉仕委員長
ふれあい社会奉仕柏木委員長と共に
いい社会奉仕を提供したいと思って
おりますので、宜しくお願い致しま
す。

切敷国際奉仕委員長
青年の翼、今年度はマーズの影響で
中止ということで決定致しました。
来年3 月3 日の３０周年には南安養
ＲＣの方々が訪日されます。親睦委
員がメインでやって頂けると思いま
すので、サポートをするつもりです。山中湖の富士山の
見えるホテルを予約しました。そこから会場であります
パレスホテルに来て頂くことになります。6 月には国際
大会がソウルで行われるということで、皆さんには是非
参加して頂きたいと思っております。交換留学生の受け
入れもサポートしていきたいと思います。

村田新世代ＩＡ委員長
昨年 10 月に入会してロータリーに
対する理解がまだまだだと思います
ので、ロータリーの活性化と相互理
解をはかりつつ、自分自身の理解を
深めていきたいと思っております。

鈴木青少年交換委員長
来週、清水さんが渡米されますので、
壮行会を兼ねて来て頂きたいと思っ
ています。先生とＩＡクラブ何人か
と新聞部の方にも取材ということで
参加して頂こうと。西高の中でもロ
ータリーでやっている青少年交換というところを深
く受け止めて頂けるようにと思っております。

星沢ＳＡＡ
例会の円滑な運営を心掛けておりま
すので、ご協力の程、宜しくお願い
致します。

以上、長い時間お疲れ様でした。

林米山記念奨学委員長
今年はまだ寄付のお願いの電話をし
ておりません。これからお願いしま
すので、ご協力お願い致します。

2015-2016 OMIYA CHUO ROTARY CLUB
副会長：坂 仁視・小沼 岳司
幹 事：町田 宏遠
会報・広報委員長：入江 信仁

創 立：昭和６２年３月３日
例会日：毎週火曜日
時 間：１８：３０～１９：３０
例会場：大宮サンパレス

