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2010 年 12 月２１日(火)第３０８回

■点 鐘  1８時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 クリスマス家族例会

       

今
週
の
例
会

■例会日 毎週火曜日

■例会場 ラフレさいたま ５階

■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）

     １８：３０（第４・５）

■事務局  さいたま市中央区下落合

          4-14-14-2F

201１年 １月１1 日(火)第 30９回

■点 鐘  1８時 30 分

■例会場  大宮甲羅本店

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 新年例会

次
週
の
例
会

平成２2 年 １2 月 １４日 第３０７回例会 ＮＯ.２３４ 発行

会長/片山 金次郎    幹事/中山 祐太郎    週報委員長/秋本 昌治

ク ラ ブ テ ー マ   「 初 志 忘 れ ず  新 た な 息 吹 を 」

ＲＩテーマ

■会長挨拶             片山 金次郎

■幹事報告            中山 祐太郎

■年次総会

●ガバナー事務所より

①識字率向上に関する奉仕活動の原稿を

お願いいたします。

②WCS 事業報告について

③ポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへの広告協

賛のお願い

④ローターアクト研修会

  日にち：2011 年 2 月 11 日・12 日

  場 所：大宮ソニックシティ

⑤職業奉仕研修会

日にち：2011 年１月２８日

  場 所：ラフォーレ清水園

●クラブより

①米山記念奨学会から普通寄付への領収

書が届きました。確認してください。

②R 財団より地区補助金が入金されまし

た。社会奉仕事業へのご協力ありがと

うございました。

皆様、こんにちは。

昨日から冷たい雨が降り続きましたが、足もと

の悪い中、本日の年次総会例会に皆様ご出席い

ただきありがとうございます。早いもので今年

の例会は本日と２１日のクリスマス家族例会

を残すのみとなりました。

私の年度も約半分が過ぎたわけですが、皆様の

ご協力のおかげで、各例会や各事業も無事順調

に楽しく、充実した盛り上がりがあったのでは

と感じております。心より感謝を申し上げま

す。

今年度の最重要課題であった会員増強も２

名の新会員が入会しております。只私も多少残

念で心残りなのは諸々の事業が前半に集中し

てしまい、自分自身会員増強に全力を尽くしき

れなかったことです。本多増強委員長には、大

変ご苦労していただき感謝しておりますが、

又、申し訳なく思っております。年内にはリス

トアップされている何人かのお宅にも廻るつ

もりですが、来年は最低５人の増強を達成す

べく頑張ります。会員皆様のご協力を心よ

りお願い申し上げます。

本日は年次総会です。次々年度会長予定

者も決まりますし、次年度の理事役員の方

も決まります。ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。

１、会長より総会定足数を満たしている報

告後、次々年度についての定款細則に

基づき、１ヶ月前に告示し、告示期間



月日 会員総数 出席 欠席 出席率

12/ 14 1８ 1６ ２ 88.89％

      ◆片山 金次郎会員

  本日は今年度の年次総会です。次々年度の会長

予定者、次年度の理事役員の方々が決まります。

決定されました方々のご活躍を大いに期待しま

すと共に、クラブの年々の発展、充実を祈念いた

します。皆で力を合わせ益々楽しいクラブにしま

しょう！

◇中山 祐太郎会員

  ポリオ撲滅ﾁｬﾘﾃｨｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの券が４人分余っ

ています。皆様よろしくお願いいたします。本日

もよろしく！

◆伊藤 操会員

  今日も一日、よろしくお願いします。

◇井上 久雄会員

  本日の総会がさいたま欅 RC の更なる飛躍の

機会となることを祈念いたします。

2010～11 年度の半期 6 ヶ月、皆様には大変お

世話になりました。来年もよろしくお願い申し

上げます。

◆内木 滋郎会員

  本日は年次総会おめでとうございます。次年度

のスタッフも決まりますね。ご活躍をご期待いた

します。

◇清宮 義雄会員

  本日の例会は年次総会です。会長よろしくお願

いします。頑張って下さい。

◆小池 智修会員

  今週の週報、よーく読んで下さい。紙質が良く

なりました。

◇田中 修会員

  今年も残りわずかとなりました。酒の席も増し

ますが、健康に注意しましょう。

◆寺沢 良治会員

  本日は年次総会です。次年度の役員理事の承認

がスムーズに終わりますようご協力願います。

◇内藤 憲会員

  今年も残りの日がわずかとなりました。皆様に

おかれましては、今年の締め、来年の準備と忙し

くなりますが、体に気をつけて頑張って下さい。

◆中村 芳彦会員

  ①今週嬉しかった事

    11 月入会時に頂いた生地でシャツが出

   来上がったこと。

  ②感謝した事

   先日娘の結婚式がありまして、クラブか

   ら娘の為に祝電をいただいたこと。会員

   皆様本当にありがとうございます。

  ③本日もよろしくお願いいたします。

◇野原 哲夫会員

  本格的な冬に入りました。年が明けたら２月８

日の IM です。是非当クラブの会員の皆様のお世

話になります。クリスマス例会に青少年交換留学

生の北浦さんの父親 丁権烈（ﾁｮﾝｺﾞﾝﾆｮﾙ）様も

出席します。

◆本多 正和会員

  本日は年次総会です。次年度 寺沢さん頑張っ

て下さい。本日もよろしくお願いいたします。

12/ 14 25,000 円 累計  458,000 円

■スマイル報告

■出席報告

内に立候補者がなく指名委員会を開催し

た結果、次々年度会長 中山祐太郎会員が

推薦され、決議を図ったところ全会一致

で承認された。

２、次年度寺沢良治会長より、次年度役員・

理事の推薦があり、決議を図ったところ

全会一致で承認された。

新役員・理事は以下の通り

会  長     

（理事・役員） 寺沢 良治

会長エレクト/奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門委員長

（理事・役員） 中山祐太郎

幹  事     

（理事・役員） 井上 博明

会  計     

（理事・役員） 井上 久雄

ｸﾗﾌﾞ管理部門委員長

（理事）    田中  修

会員増強部門委員長

（理事）   内藤  憲

国際奉仕部門委員長

（理事）     小池 智修

新世代委員長

（理事）     野原 哲夫

直前会長     

（理事）    片山金次郎

対外担当

（理事）    内木 滋郎

＊地区への出向

   三上  等会員…ﾛｰﾀｰｱｸﾄ･ﾗｲﾗ委員長

   井上 久雄会員…財団部門（予定）
                           


