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司 会  森村 等ＳＡＡ 

点 鐘  鯨井会長 

ソング  奉仕の理想 

 

 

 

会長挨拶             鯨井会長 

 

本日より、第 36 代会長

として堀越幹事とスタ

ートさせて頂きます。何

分にも微力でございま

すが、皆様のご協力、ご

指導を賜り一年間の重

責を果たしていきたい

と思いますので、宜しく

お願い申し上げます。 

私は早川、古屋年度に入会させていただき 16 年目

をむかえました。また、本日は 1600回という節目の

例会でもあります。6 に縁があるかもしれません。６

を意識し、6 月まで幹事と二人三脚で頑張ります。 

新年度を向かえるにあたり、過去を振り返ってみ

ました。尐しですが、ロータリーについて知識は増

えたと思いますが、取り組む気持ちは入会当時のほ

うが良かったかもしれません。初心に返り方針に基

づき運営したいと思います。 

また、一年間乗り切るために、健康管理に努めよ

うと思い、今朝からジョギングを再開しました。 

重ねて会員皆様のご協力宜しくお願い申し上げます。 

 

幹事報告             堀越幹事 

 

 

1. 2010－2011 年度 地

区分担金納入のお願い 

1 名 14,100×2010 年度 7

月 1日現在の会員数 

 

2. クラブ研修リーダーセ

ミナー開催について 

 

 

日時  ８月７日（土） 

登録 13時 00分～閉会 16時 00 分 

点鐘 １時３０分  閉会 ４時４０分 

場所 東松山 紫雲閣 

 

3. 加藤直前ガバナーより、会長幹事に感謝の意と共

に、ロータリーの綱領・四つのテスト・職業奉仕・

四つの反省の書が送られました。 

 

4. 年度計画書をお送りいただきました。 

熊谷南ＲＣ  羽生ＲＣ 

 

 

委員会報告 
出席報告           加藤 恭保委員 

例会日 総数 出席免除 欠席者 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 

7/5 21 4 (3) 4 85% 2 

 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 
ニコニコボックス拠金報告    加藤 恭保委員 

例会日         件数 金額 

7/5 本日の報告 15件 26,000 円 

  本年度累計 15件 26,000 円 

 

 

鯨井 邦男さん  

本日より堀越幹事と一年務めさせていただきます。 

会員皆様のご協力をお願いいたします。 

 

堀越 真さん   

鯨井会長と共に一年間よろしくお願いいたします。 

 

パスト会長会   

新年度スタートです。鯨井会長、堀越幹事よろしく

お願いします。 

 

田代 充雄さん  

鯨井会長、堀越幹事いよいよ新年度スタートです。 

よろしくご指導お願いいたします。 
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早川 清治さん  

鯨井、堀越年度のスタートですので、会員の皆様よ

ろしくお願いいたします。 

 

古屋 一生さん  

新年度になりました。鯨井会長、堀越幹事一年間ご

苦労さまです。ご指導よろしくお願いいたします。 

 

野中 治己さん   

       〃 

楽しいクラブ運営を期待しております。 

原口安太郎さん  

本年度の新スタッフの皆様、スタートおめでとうご

ざいます。一年間よろしくお願いいたします。 

 

森村 等さん   

新スタートおめでとうございます。鯨井会長、堀越

幹事よろしくお願いいたします。 

 

加藤 睦夫さん  

新年度エレクト、ＳＡＡ、ニコニコ、米山 沢山の

委員会かけもちです。ご協力お願いいたします。 

浅井 純次さん 鯨井会長、堀越幹事、今年一年よ

ろしくお願いいたします。 

 

庄内 邦雄さん         〃 

 

吉田 正己さん         〃 

 

岡  千秋さん         〃 

 

加藤 恭保さん         〃     

 

 
 

クラブ協議会（今年度の方針） 

 

クラブ運営方針           鯨井会長 

 

昨年度創立 35周年を

迎え歴史に大きな一ペ

ージを残すことができ

ました。これは、地域

や、地域の方々と係り

築いた諸先輩方の功績

です。本年は新たな歴

史に向かい、小さいな

がら堅実な一歩を築き

たいと思います。 

ＲＩ会長レイ・クリンギンスミスは、「地域を育み、

大陸をつなぐ」という、ロータリアンにとどまる事

のない大きなテーマを提唱されました。また、西川

ガバナーは地区目標を、「利他の心で行動しよう」と

され、心の豊かさを求めておられます。  

私は、ロータリーの基本を理解し、誇りを持ち、

会員の「和」を深め、又、拡大しつつ活動し、地域

社会への思いやりを持ち、運営したいと思います。 

それには、会員一人一人ができること、やりたい

事を、積極的かつ具体的に意見交換が持てる例会・

場を持つ事が大切であると思います。 

1、笑いと尐しの緊張のある例会づくり 

2、炉辺会合の実施 

3、合同例会の実施 

4、継続事業の充実 

5、会員の維持及び増強 

以上を方針として、会員皆様の力をお借りし、幹事

と二人三脚でクラブ運営を行い、会長として役割と

責務を果たす所存です。ご協力を心よりお願い申し

上げます。 
 

クラブ運営方針           堀越幹事 

 

鯨井会長の発表のあ

った活動方針のロータ

リーの基本を理解し、

誇りを持ち、会員の

「和」を深め、又、拡

大しつつ活動し、地域

社会への思いやりを持

ち、そのための、会員

一人一人ができること、

やりたい事を、積極的かつ具体的に意見交換が持て

る例会・場をつくりのために、会員皆様の力をお借

りし、会長のサポートをしてクラブ運営を行います。

ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

 

クラブ奉仕委員会        加藤 睦夫委員 

 

 

委員長  加藤 睦夫 

副委員長 村山 廣道 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動方針 

２０１０年～２０１１年 RI 会長 レイ・クリン

ギンスミスは「地域を育み、大陸をつなぐ」という
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テーマをかかげました。地域社会と連携し、住みや

すく働きやすい世界をつくる。このテーマに沿って

熊谷地区並びに周辺地区の住民との活動を深めてい

く。また西川ガバナーは「利他の心で行動しよう」

というテーマで２０１０～２０１１年のテーマとさ

れました。社会環境の厳しい中利他の心で行動する

難しさは誰もが感じる事であります。しかし、ロー

タリアンとして敢えてこのテーマにチャレンジしポ

ールハリスの原点に戻ろうという姿勢に、我がクラ

ブも積極的に取り組んでいく。 

 

具体的計画 

1. ロータリアンの義務の一つが例会への出席です。

出席して初めてロータリーの理念である親睦が

深まり、結束が高まります。出席向上のため内容

のある、楽しい例会を企画します。 

2. 職業奉仕は会員それぞれの職業に励むことであ

ります。しかし、ポールハリスの異業種同士の情

報交換、ビジネス交流という原点に立ち返りクラ

ブ内での交流を活発化させる。 

3. 会員増強を強化します。職業分類の明確化により、

不在業種の会員増強を積極的に行う。 

4. 親睦活動として、会長も提唱されている炉辺会合

により親睦を深める。 

5. SAA は例会の規律を守り、きびきびした例会を

進行する。 

6. IT、会報、は積極的情報交換のツールとして活

用する。 

7. ロータリー研修はより新旧会員相互の理解を深

めるため、例会やその他の方法で理解を深める。

例えば、DVD や資料を活用する。 

 

 

社会奉仕委員会           浅井委員 

 

 

委員長  浅井 純次 

副委員長 樋口 忠次郎 

 

委員   大澤 智章  

   庄内 邦雄  

   吉田 正巳 
 

 

 

活動方針 

当クラブの伝統である奉仕活動の継続を行う。ま

た、地域に密着した当クラブの特色を生かした新た

なる活動を見つけその第一歩とする。 

 

具体的計画 

1. 社会福祉施設との交流 

2. ブライダル委員会への協力 

3. 世界遺産登録推進委員会への協力 

4. 新たなる奉仕活動の検討および実施への準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


