
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［第3グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

[ 第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                      所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

 

第 1188 回( 7月 10 日)例会 

     【クラブ協議会各委員長就任挨拶】 

7月 10日は清水年度 2回目の例会でした。クラブ協議会では各委員長が 

就任挨拶を行いました。 

食事は土用の丑の日が近いということで「うな丼」＆「茶そば」セットでした。 

 

 

第 1189 回（ 7月 24日）家族同伴夜間例会 

     【18：30より東武サロンにて】 

7月 24日は、清水年度最初の家族同伴夜間例会が東武サロンにて行われ 

ました。 

ゲストには元ロス・インディオスのボーカルを務めたボセスラティーナスを 

招き、素晴らしい音楽と料理、飲み物(お酒)を堪能しました。 

参加いただいたご同伴の皆様ありがとうございました。 

 

 
 

週 報 
2018～2019年度  ＲＩ会長 バリー・ラシン 

ＲＩのテーマ 『インスピレーションになろう』 
地区のテーマ 『想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する』ガバナー 茂木 正 

 

 

〔例会場〕狭山東武サロン〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          http：//www.schuohrc.org  Ｅ－mail：schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

会長 清水幸彦   会長ｴﾚｸﾄ 東 美栄   副会長 菊田邦彦  幹事 佐々木 康
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第 1190 回（ 8月 7日）例会 掲載 

     【クラブ協議会 会員増強について（栗原成実会員）】 

8月 7日はクラブ協議会として「会員増強」「公共イメージ」「クラブ分析」を 

３つのグループに分かれ、RLI方式でディスカッションしました。 

予想以上に盛り上がり、少し時間が足りなく感じました。 

最終の報告ではタイトルが違うのに３グループで同じ内容が多く、クラブとし 

ての方向性の一致を感じました。 

      例会終了後定例理事会を実施 

 

第 1191 回（ 8月 21日）例会 

【外来卓話 地区増強副委員長 山本庄一様】 

8月 21日は通常例会でした。 

卓話に地区クラブ奉仕部門会員増強委員会 山本庄一副委員長、 

メークアップに地区青少年奉仕部門青少年交換委員会 中島洋志委員長を 

はじめトータル６名ものゲストに参加いただきました。 

 

青少年交換留学生の藤井さん、仏国よりのアクセルさんも参加されました。 

とても内容の濃い例会でした。 

 

 

第 1192 回（ 8月 28日）例会 

     【パスト会長の時間 柴田譲パスト会長】 

【イニシエーションスピーチ 寶積英彦会員】 

      8月 28日は通常例会でした。 

      

 

       

       

 

  

 

 

 



 

 

 

第１１８８回（７月１０日）             
清水君   クラブ協議会各委員長の皆様、就任

挨拶宜しくお願い致します。 

佐々木君  各委員長、一年間宜しくお願いしま

す。又、クラブ協議会での就任挨拶

を宜しくお願いします。 

江原君   今年度もロータリー財団部門委員長    

になりました。皆様と共に清水会長

の方針に添って役割を果たしていき

たいと思っています。宜しくお願い

致します。 

菊田君   一年間宜しくお願いします。 

益子君   清水年度２週目。就任挨拶される各

委員長の皆様、一年間宜しくお願い

します。 

小幡君   清水丸、今年度の航海出港おめでと

うございます。一年宜しくお願いし

ます。 

高田君   会長、幹事、役員の皆様、一年間お

世話になります。宜しくお願い致し

ます。 

若松君   家族同伴親睦旅行、皆で参加しまし

ょう。 

 

第１１８９回（７月２４日）       
清水君   今夜は飲みます。 

佐々木君  清水年度が嵐の船出となりましたが、

会長・幹事頑張りますので、宜しく

お願いします。 

東君    清水年度、イベント盛り沢山の船出

です。 

江原君   清水年度最初の夜間例会ですが、今

年度、清水会長・佐々木幹事を中心

に会員全員で楽しく夢ある一年にな

りますよう協力していきたいと思っ

ています。その船出としての今日を

大事に楽しみたいと思っています。

宜しくお願い致します。 

浜野君   楽しい夜間例会、有難う。 

稲見君   清水会長年度初めての家族同伴夜間

例会、楽しみにしていました。今夜

も美味い酒頂きます。 

片山君   清水年度の夜間例会、楽しみにして

いました。 

菊田君   奥さんと一緒に、今日は楽しい会に

出席させていただきます。 

小島君   清水年度初めての家族同伴夜間例会、

楽しみにしていました。一年間宜し

くお願い致します。 

栗原(成)君 清水会長・佐々木幹事・全会員の皆

様、ガンバロウ！ 

 

益子君   清水年度初めての夜間例会、楽しみ

にしていました。色々とおめでとう

ございます。 

宮岡君   清水年度、楽しいクラブ運営を大き

く期待します。頑張って下さい。 

沼﨑君   今夜は女房と二人、楽しんでいます。 

柴田君   新たな年度を迎えて、清水会長・佐々

木幹事、他役員の皆様、一年間頑張

っていきましょう。 

若松君   清水年度最初の夜間例会、楽しみに

していました。皆で盛り上がりまし

ょう。 

 

第１１９０回（８月７日）        
清水君   栗原成実Ｐ会長、本日のクラブ協議

会（会員増強）宜しくお願い致しま

す。 

佐々木君  本日のクラブ協議会、司会進行の栗

原成実パスト会長、宜しくお願いし

ます。 

江原君   栗原成実会員増強委員長のもと、本

日の協議会はＲＩ方式で行われます。

会員の皆様と共に多くの仲間に当ク

ラブへ参加していただけるよう、考

えていきたいと思っています。 

寶積君   猛暑、台風と本年は大変です。ロー

ターリーの多くの理事・委員の方々、

ご多忙の中本当にご苦労様です。 

稲見君   誕生日祝、ありがとうございます。 

菊田君   妻の誕生日、ありがとう。夏休みに

家族全員９名で旅行します。 

栗原(成)君 本日は会員増強委員会のフォーラム

で活発な発言をお願いします。 

益子君   結婚祝いの記念品、ありがとうござ

います。 

柴田君   清水年度最初の「会員増強」の討議

の場になり、喜んでいます。ガンバ

レ栗原増強委員長!! 

若松君   雨降って地固まる。力を合わせて頑

張りましょう。 

 

第１１９１回（８月２１日）          
藤井様（東京ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC） 

      交換留学生、アクセルさんと娘の 

直視(ﾅｵﾐ)が一年間お世話になりま

す。宜しくお願い致します。 

齋藤様（川越中央 RC）    

山本増強副委員長と共に来ました、

川越中央ＲＣ齋藤です。 

 

 

山本君（川越越戸 RC） 

     本日は西澤増強委員長の代理で参りま 

した。宜しくお願い申し上げます。 



貴クラブの発展をお祈り申し上げます。 

清水君  本日の外来卓話の地区増強副委員長 

山本庄一様、お忙しい中有難うござ 

います。宜しくお願い致します。 

米山交換留学生の皆様ようこそいら 

っしゃいました。 

江原君  地区増強副委員長でいらっしゃいま 

山本庄一様、本日はお忙し中おいで頂 

きまして有難うございます。お話しを 

楽しみにしておりました。何卒宜しく 

お願い致します。 

浜野君  地区増強副委員長 山本庄一様、よう

こそいらっしゃいました。宜しくお願

い致します。米山交換留学生の皆様、

ようこそお越し下さいました。 

寶積君  酷暑も去りつつありひと安心です。山

本様、本日の卓話を楽しみにしており

ます。 

小島君  地区増強副委員長 山本庄一様、よう

こそおいで頂きました。新しい事務局

の新岡さんを宜しくお願いします。 

益子君  本日外来卓話の山本様、宜しくお願い

します。地区 中島委員長、交換留学生

の藤井様・アクセル様、ようこそいら

っしゃいました。 

守屋君  今日は色々と盛り沢山のにぎにぎしい

日となりました。大変おめでたく嬉し

い事です。皆々様お元気で楽しくお過

ごし下さい。 

沼﨑君  ８月は妻の誕生日です。今年“喜寿”。

ますます元気の様子、有難い事です。 

沼﨑君  新しい事務局新岡さん、これから宜し

くお願い！ 

柴田君  地区増強委員会副委員長の山本庄一様、

ようこそ私達のロータリークラブに来

て頂き有難うございました。宜しくお

願い致します。 

若松君  事務局新人の新岡さん、今後共宜しく。

皆で楽しくやりましょう。   

 

第１１９２回（８月２８日）               

清水君  寶積英彦先生、本日のイニシエーショ

ンスピーチ、宜しくお願い致します。

柴田パスト会長、今日は宜しくお願い

致します。 

東君   寶積会員のイニシエーションスピーチ、

先生が入会なさった時から楽しみにし

ていました！ 宜しくお願い致しま

す！ 

江原君  本日は柴田パスト会長のお話しがあり

ます。毎回熱くお話しして下さるので

とても楽しみにしております。そして

イニシエーションスピーチでは寶積先

生のお話しがあります。どの様な御話

が伺えるのかとても楽しみにしており

ます。柴田パスト会長、寶積先生、宜

しくお願い致します。 

浜野君  本日は寶積先生のイニシエーションス

ピーチですね。楽しみに来ました。宜

しくお願い致します。柴田パスト会長、

会長の時間、宜しくお願い致します。 

寶積君  酷暑、時々雷雨ですね。最近、長引く

夏カゼが流行っております。皆様お気

を付けください。 

稲見君  寶積先生、今日のイニシエーションス

ピーチ、楽しみです！ 

菊田君  寶積先生、いつも診察ありがとうござ

います。体調に注意して健康になる様

努力します。 

小島君  柴田パスト会長、会長の時間、宜しく

お願いします。寶積先生イニシエーシ

ョンスピーチ、楽しみにしていました。 

益子君  寶積会員のイニシエーションスピーチ、

楽しみにしていました。 

松浦君  寶積先生、本日のイニシエーションス

ピーチ、楽しみにしていました。宜し

くお願い致します。 

宮岡君  寶積会員入会のイニシエーションスピ

ーチ、楽しみにしています。 

守屋君  寶積先生、イニシエーションスピーチ、

楽しみにしております。ご苦労様です。

今後共宜しく。 

小幡君  寶積先生、入会心より歓迎致します。

一緒にロータリーを楽しみましょう。 

柴田君  本日の寶積英彦さんの「イニシエーシ

ョンスピーチ」楽しみにしております。 

田端君  寶積英彦様、本日イニシエーションス

ピーチ、ありがとうございます。今後

共どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

若松君  寶積会員のイニシエーションスピーチ、

楽しみにしていました。頑張って下さ

い。 

渡邉君  寶積英彦会員のスピーチ、楽しみにし

ていました。宜しくお願いします。 

 

 

◆次の例会◆ 
    

9 月 11 日（火） 12：30～13：30 

 

第二副ＳＡＡ： 栗原(成)会員 益子会員 

 外来卓話   ： 天台宗喜多院 塩入秀知様 

 


