
 

 

 

 

 

 
 

 
《本日の例会》 

 
クラブ協議会 

 

進 行 ＳＡＡ  
点 鐘 午後 12 時 30 分 戸谷清一 会長 

国 歌 君が代 

ソング 奉仕の理想 

 

〔会長挨拶〕         戸谷清一 会長  

 
 

皆様こんにちは。大変ご多用のところ多数会員の皆様の

ご出席いただき本当にありがとうございます。今日は例会

後クラブ協議会を開催いたします。 
春山地区委員より５月２８日(土)の埼玉県腎アイバンク

協会第２２回総会の報告をしていただきました。 
渋澤親睦委員長より６月３０日(木)の「さよなら例会」

の発表がありました。 
八木広報雑誌委員長よりロータリーの友の感想発表があ

りました。 
 
６月１５日(水)上里ロータリークラブ  

メイキャップのご案内 
１８時３０分～ 会場：上里小菊 中島幹事へ申し込み 
７月１４日(木)１３時４０分～ 臨時決算役員会 

 
 矢島地域活性化委員長よりニコニコボックスの報告があ

りました。 
巴出席委員長より出席率の報告がありました。 
金子委員長より次回プログラムの報告がありました。 
 
 

 
 
２．クラブ協議会（2010～2011年度を振り返って） 
  ① クラブ管理運営部門長     藤井 仁 
  ② 情報研修委員長        岡崎 正六 
③ 広報雑誌委員長        八木 茂幸 
④ プログラム委員長       金子 章 
⑤ クラブ活性化部門長      橋本 恒男 
⑥ 会員増強委員長        橋本 恒男 
⑦ 親睦活動委員長        渋澤 健司 
⑧ 出席委員長          巴  高志 
⑨ ＳＡＡチーフ         萩原 達夫 

                 
３．報告・予定 
   
 ５月２６日（木）８時２０分 第３回ゴルフコンペ 

商工会議所駐車場 
１８時３０分 夜間例会 

埼玉グランドホテル本庄 
 ５月２８日（土）１５時～１６時３０分  

埼玉県腎アイバンク協会 総会 
埼玉県県民健康センター 

 ６月 ２日（木）１１時～ 役員理事会 
埼玉グランドホテル本庄 

         １２時～ 第１例会 ☆クラブ協議会  

         １８時３０分～ 新旧合同理事会 
 ６月 ３日（金）１３時３０分    

「ロータリー･リーダーシップ研究会」 
        １８時３０分 第４グループ会長幹事会 
 ６月 ９日（木）１２時～ 第２例会 ☆クラブ協議会 
 ６月１０日（金）１４時～  

日台ロータリー親善会議 京都市 
 ６月１１日（土）１５時点鍾  

ＲＩ2570地区 地区会合 志木市民会館 
 ６月１２日（日）１６時～  

米山学友総会＆新奨学生歓迎会   

 ６月１６日（木）１２時～ 第３例会 
埼玉グランドホテル本庄 

          ☆栗山昇地区研修委員長の卓話  
 ６月２３日（木）１２時～ 第４例会 

埼玉グランドホテル本庄 
           ☆田中パスト会長の卓話 
 ６月３０日（木）１８時３０分 さよなら例会 

アメージング・グレイス 
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〔幹事報告〕          中島高夫 幹事 

 
 
皆さんこんにちは。いよいよ本年度も残す所 1ヶ月とな
りました。7月 1日スタートして以来 6月 30日末日の年度
となることは例年にない充実した日々でありました。これ

も会員皆様のおかげであります。例会も今日を含めて残り

5回、最後の 6月 30日のさよなら例会で終了となるまで、
しっかりと気を抜かず務めたいと思いますので宜しくお願

い致します。 
 本日例会終了後、クラブ協議会、そして今夜 PM6：30よ
り新旧合同理事会が開かれます。是非とも出席頂きますよ

うお願い致します。 
 
報告事項 
１． ボーイスカウト埼玉県育成会より平成 23 年「維持会

費」のお願いと平成 22 年度事業報告、県連便りが届
けられております。 

２． 平成 22 年度「みどりの埼玉づくり」県民提案事業実
施団体より 
「みどりの再生とことんトーク～みどりと河の再生

の再生埼玉フォーラムインさいたま」 
「みどりの埼玉づくり県民提案事業発表会」への出席

について。 
３. 国際ロータリー第 2570 地区第 1 回会員増強セミナー
の御礼。 

 
〔委員会報告〕 
ロータリーの友感想        

広報雑誌委員会   八木茂幸 委員長 
 

アイバンク報告               
アイバンク委員会  春山茂之 委員長 

 
「さよなら例会」について         

親睦活動委員会   渋澤健司 委員長 
 
 
 
 
 
 

〔ニコニコ BOX〕 
竹並栄一郎 
「誕生祝ありがとうございます。」 

 

春山茂之 
「ロータリークラブのゴルフコンペで優勝させていただき

ました。それに名誉あるシングルハンデーとなりました。

ありがとうございました。」 
 

加藤玄靜 
「春山会員素晴らしいスコアーで優勝おめでとうございま

す。」 
 

萩原達夫 
「RCコンペで準優勝させて頂きました。」 

 

杉山淑子 
「春山先生優勝本当におめでとうございました。とても素

晴らしいプレーでした。」 
 

飯塚明男 
「検診がありますので早退させてもらいます。」 
 

「本日は、戸谷、中島年度、納めのクラブ協議会です。皆

様の参加、宜しくお願い致します。」 
戸谷清一 中島高夫 野村正行 下山正男 坂本優蔵 
石原 修 茂木 聡 茂木 正 八木茂幸 三宅健吉 
藤井 仁 狩野輝昭 岡崎正六 石原輝弥 田中 克 
福島文江 橋本恒男 渋谷修身 笠原 勝 矢島淳一 
金子 章 横尾セツ 澁澤健司 関根 貢 長谷川京子 
野澤章夫 中村 孝 

 

〔出席報告〕 
 

 
 
 
 
 

クラブ協議会(2010～11年度を振り返って)       
開会                          

会 長          戸谷 清一 
クラブ管理運営部門長   藤井  仁 
情報研修委員長      岡崎 正六 
広報雑誌委員長      八木 茂幸 
プログラム委員長     金子  章    
クラブ活性化部門委員長  橋本 恒男 
会員増強委員長      橋本 恒男 
親睦活動委員長      渋澤 健司 
出席委員長        巴  高志 
SAAチーフ             萩原    達夫 
                                      
次回プログラム発表                 
日 時：6月 9日(木) 第二例会 PM12:30～ 

クラブ協議会  
  場 所：埼玉グランドホテル本庄 
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■事務所 埼玉グランドホテル本庄 700 号     E メール honjorc@themis.ocn.ne.jp 

〒367-0041 本庄市駅南 2－2－1         ホームページ 

TEL 0495-22-7522  FAX 0495-22-3571        http://www.globals.jp/hp/HRotary/index.html 
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