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先週の新旧理事・役員歓送迎会では多くの皆様の出席をいた
だき、盛大に開催することができました。ありがとうございま
した。
話は変わりますが、第 96 回夏の全国高校野球選手権栃木大会
が開催され、2 日目には地元永井会員が校長を勤められる青藍
泰斗高等学校が快勝しました。昨年の準優勝という実績があり
ます。皆様の応援をお願いします。
また、昨日は、注目のサッカーワールドカップも、延長戦の末 1－0 で
ドイツが勝利し幕を閉じました。予選リーグ突破を期待し、日本チームを
応援しようと、早朝からのテレビ観戦で寝不足気味でしたが、
早朝からのテレビ観戦で寝不足気味でしたが 残念ながら、
世界の壁は高かった。また、 年後に期待したいと思います。
世界の壁は高かった。また、4
話を元に戻しますが、今日からはクラブ協議会も開催され、新年度の始
まりです。各委員長さんの活動計画をお伺いし、私の目標とともに一年間
頑張りたいと思います。計画は計画です。よりよい内容とするために知恵
を出し合い、話し合い、ともに歩みたいと思います。
幹
1.

事

報

告

婦人女子バレー第 9 回葛生ロータリークラブ杯を開催いたします。
回葛生ロータリークラブ杯
多数の皆さんの参加をお願いいたします
多数の皆さんの参加をお願いいたします。
7 月 16 日 18：30～

於：葛生トレーニングセンター

出席を予定される方は幹事までお知らせください。
予定される方は幹事までお知らせください。
2.

佐野警察署協議会から特殊詐欺被害防止について
もしかしたらと思いましたら 24－0110 （内 260）生活安全課にＴＥＬしてみて
）生活安全課にＴＥＬしてみて下さい。

3.「ガバナーのミニー確定宣言」
「ガバナーのミニー確定宣言」、佐野市暴力追放連合会総会報告、佐野東の
、
佐野東のクラブプログラム、
財団室ニュースが届いています
財団室ニュースが届いていますので回覧致します。
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第 2 － 1 回 クラブ 協 議 会

【クラブ奉仕委員会】

小曽戸健治委員長

ロータリーの五大奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、クラブの機能を充実させるために取るべき
行動に関わるものであるとなっています。
本年度、国際ロータリー会長のゲイリー
本年度、国際ロータリー会長のゲイリーC．K．フォアン氏の「ロータリーに輝きを」また、
．フォアン氏の「ロータリーに輝きを」また、2550 地
区の長嶋一郎ガバナーの「明るく楽しいロータリーを創りましょう」を、それぞれのテーマとして
掲げています。
ロータリーアンが寛容の精神でお互いの尊厳をあるがままに認め合い、その上で他人のために尽く
そうという超我の奉仕に結束して活動することが、活力あるクラブを創り、そして地域社会を活発
にする力となるという事です。
会員同士の親睦を深める事が第一と考えます。それには、例会への出席が大変重要かと思います。
が第一と考えます。それには、例会への出席が大変重要かと思います。
岩崎会長のテーマ「ともに栄え、
え、ともに歩む」を十分に理解し、各委員会の皆さんとともにクラブ
ともに歩む」を十分に理解し、各委員会の皆さんとともにクラブ
運営に努め、充実した例会・ロータリー活動を実践し行きたいと思います。会員皆様の絶大なるご
協力をお願い致します。

【会員組織委員会】

福島秀治委員長

・活動方針
当委員会は「会員増強、会員選考、職業分類、ロータリー情報」の 4 部門を担当いたします。
本年は会長方針時の基、特に「会員増強」に力をいれたい
本年は会長方針時の基、特に「会員増強」に力をいれたいと思います。
・事業計画
1)

会長方針に従い増強委員会をはじめ、各委員会が円滑に運営出来るよう努める。

2)

職業分類、ロータリー情報委員会とも連携して、会員増強に努める。

3)

新入会員に対して、オリエンテーションを
新入会員に対して、オリエンテーションを実施する。

【会員増強委員会】

福島秀治委員長

・活動方針
岩崎会長の方針「ともに栄え、ともに歩む」のもと、とくに会員増強を目標に掲げておりますので、
会長とともに、実現に向け全力で頑張ります。
・事業計画
1)

今年度も退会防止に努めます。そのためには、明るい雰囲気での会場作りを「
今年度も退会防止に努めます。そのためには、明るい雰囲気での会場作りを「SAA、プログラム委
員会」とも連携して参りたいと思います。

2)

会員純増 2～3 名を目標に行動する。

3)

会員の皆様の情報をもとに行動する
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【情報委員会】

新田 実委員長

・活動方針
2014－15 年度は、葛生ロータリークラブが第
ロータリークラブが第９Ｇガバナー補佐輩出クラブとなります。
ガバナー補佐輩出クラブとなります。ＩＭ開催等
特別な行事が開催されます。クラブ創立 55 周年を翌年に控えた葛生ロータリークラブの奉仕プロジ
ロータリークラブの奉仕プロジ
ェタトや活動に対する認識
認識を高めるには、その内啓を地域の人達に知って貰う
、その内啓を地域の人達に知って貰う為の広報活動が重要
と考えます。その意義を充分に理解して
と考えます。その意義を充分に理解して記録、保存と広報活動に努めます。
、保存と広報活動に努めます。
・事業計画
1.

広報・IT 推進・会報委員会並びに雑誌ロータリー資料委員会の各委員
推進・会報委員会並びに雑誌ロータリー資料委員会の各委員会と連携を取りながら、
会長方針と目凛の実現に取り組みたい。

2.

炉辺会議を実施して、各委員会の年度事業計画を
を実施して、各委員会の年度事業計画を確認し、より効果的な情報
し、より効果的な情報活動の体制を作り
たい。

各 委 員 会 報 告

【家族委員会】

永井委員長
委員長

・今年度ゴルフ部会への加入と年会費納入の件
ゴルフ部会への加入と年会費納入の件
年間コンペ予定 10/21(火)・12/16(火)・4/14(火)田沼クラブと合同
10/21(
田沼クラブと合同
【青少年奉仕委員会】
・7/17

16:40

中野
中野委員長

青藍泰斗高等学校インターアクト例会 開催します。
青藍泰斗高等学校インターアクト例会を開催します。

・今年度のエコキャップの回収は、
今年度のエコキャップの回収は、目標 20kg です。

出席状況報告

須 藤 委 員 長

本日の出席
本日の欠席者

会員数

義務出席者数

欠席数

事前メーク
メーク

出席率

33 名

22 名

2名

1名

93.9％

坪内

吉澤(浅)会員

前回の出席

前例会日

欠席数

事前メーク

修正出席率

(修正)

7/8

0名

0名

100％(例会場変更の為)

欠席の連絡

・アシスタント
アシスタント

関塚

TEL

８４－１０３２（サムディー）

・例会場 (当日連絡の場合) TEL ８５－４４５１
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ニコニコＢＯＸ報告

須

藤

委

員

長

7月8日
岩崎昇一郎君

多勢の皆様にお集まりいただき、歓送迎会を開催できましたことに感謝いたします。

片柳克敏君

須藤さん、齋藤さん ありがとうございました。今年もお付き合いお願い致します。

須藤功一君
齋藤孝之君

1 年間ありがとうございました。又、岩崎新会長、片柳新幹事 1 年間体に注意して
ガンバって下さい。そして、退任の記念品をいただき、ありがとうございました。
1 年間お世話になりました。皆様のおかげで、何とか 1 年乗り切れました。
岩崎会長、片柳幹事 体に気をつけてがんばって下さい。

7 月 15 日
岩崎昇一郎君
片柳克敏君
小曽戸健治君
本島佳明君

今日からが本当のスタートです。理事・役員の皆様、 年間よろしくお願いします。
今日からが本当のスタートです。理事・役員の皆様、1
クラブ協議会の発表があり、今年度の活動計画が明確になりました。
楽しく有意義に活動しましょう。
関野さん ようこそ葛生ロータリークラブへ。今後とも宜しくお願い致します。
妻の誕生日にきれいな花が届きました。ありがとうございます。
体力とスタミナには自信のあった私ですが、今、神が与えてくれた試練
体力とスタミナには自信のあった私ですが、今、神が与えてくれた試練、70
歳の坂
を越える試練に遭遇しております。5 月末から、20 年近く風邪をひかなかった私が、

田澤秀文君

鼻風邪に悩まされ、次には声が出なくなったり、左目から出血がしばらく続いたり
風邪に悩まされ、次には声が出なくなったり、左目から出血がしばらく続いたり
と、今までにあまり経験したことがない様な現象が起きています。その後は、変わ
った音声の咳と微熱に悩まされ今日に至っております。ご同輩の皆様、どうぞご自
と微熱に悩まされ今日に至っております。ご同輩の皆様、どうぞご自
愛を。私は好きなガソリンを給油して癒しているところです。

吉澤慎太郎君

長女悠子に長女が誕生！名前は
長女悠子に長女が誕生！名前は『千代菜(ちよな)』です。
おじいさんとなった訳です。

馬場俊一君

須藤前会長

大変ご苦労様でした。岩崎会長 頑張って下さい。

関口文雄君

岩崎会長、片柳幹事、 年間よろしくお願いします。
岩崎会長、片柳幹事、1
ワールドカップでドイツが 24 年ぶりに優勝しました。

永井治寿君

青藍泰斗高校野球部も 24 年ぶりの優勝を目指します。
13 日は 1 回戦を勝利しました。ご声援よろしくお願いします。
会報委員会

委員長

吉澤慎太郎

副委員長 真下裕史
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委員

大嶋信太郎

