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会長挨拶 内山俊夫 会長

　皆さんこんばんは、会長報告を致します。
　７月２３日(土) 熊谷流通センター会館に於きまし
て、第１回クラブ奉仕部門セミナーが開催され、会
長ほか４名にて参加いたしてまいりました。
　参加者は２５０名あまりの大きなセミナーとなり、
当クラブの渡辺栄一会員はクラブ奉仕部門委員長と
して、本セミナーを取り仕切っておられます。皆さ
ん熱心に勉強いたしました。
　効果的なロータリークラブになるには…とのテー
マで、渡辺部門委員長のお話がありました。
　「会員にはロータリーに相応しい質の高い人が大
勢揃えば、例会参加、親睦、地域奉仕参加を通し、
ロータリアンとしての誇りがたまり、退会も無く、
クラブの前途も洋々たるものがある。今こそ、ロー
タリーの魅力と誇りを取り戻さなければならない。
具体的には、知恵と勇気と堅実さを持って努力が必
要である。その際には「超我の奉仕」の信念でやさ
しく対応をすることである」と説明いただきました。
　８月は会員増強及び拡大月間であります。本年殿
テーマであります「それでこそロータリー」として
の資質のある方を探して、是非入会を勧めて参りた
いと考えます。

　その他、当日のセミナーではロータリー情報委員
長より、規定審議会での改正事項につきまして解説
がありました。特に、＜85年適用者の出席免除＞、
＜クラブ出席率の算出＞、＜メークアップの通知規
定の削除＞、＜会員選挙の方法＞と具体的に改定項
目の説明が有りました。
　なお、メークアップカードの提出に関しまして、
カードが無くてもロータリアンの言葉を信じてマー
クアップを受け入れる事には、なるほど「それでこ
そロータリー」と感じたしだいです。
　次に、７月２４日(日) には第１回米山委員長会議
が熊谷流通センター会館にて開催されました。
　当クラブより私他２名と、米山奨学学生のグエン
君が参加しました。米山金額が毎年ロータリー会員
減少とともに寄付額も減り、結果、奨学金採用人数
が本年度８００名（昨年度１００２名）となりまし
た。各クラブ１人当たり１５０００円の目標であり
ます。当クラブでは、ものつくり大学留学生支援の
立場からも、是非米山奨学金への寄付をお願いしま
す。
　行田ロータリーでは一人当たり２千円と特別寄付
１０万円で７名の方にお願いしようと、当クラブの
富田米山委員長と計画いたしました。そうしますと
一人当たり１１７２２円となります。その節はよろ
しくお願いします。
　最後に８月１１日はガバナー公式訪問となります。
入会３年未満の方と、特にガバナーから懇談の申し
出でがありました。また、委員長全員から方針をお
聞きしたいと、本日ガバナー補佐から依頼がありま
した。
　家族親睦旅行例会も次週あります。楽しいロータ
リーライフをお過ごし下さい。

　行田ロータリークラブの皆さん、こんばんは。
　私は行田ロータリークラブに来るのを、楽しみに
していました。１年前くらい会長・幹事さんにお願
いして、夜間例会にとにかく表敬訪問させてくれと
申しましたら良いよということで、お互いに訪問し
ようということでお願いしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

来訪者のご紹介
行田さくらロータリークラブ　井上会長

　　　　　　　　　　　　　　種　幹事

訪問者挨拶
行田さくらＲＣ　井上会長



行田さくらＲＣ　種幹事

　確か湯本さんと小林さんの年度だったと思います
が、表敬訪問を夜間例会でやったことがありまして、
お二人はいつもニコニコしていますがそのときの晩
が一番ニコニコしていまして、こんな楽しい思いを
するんだったらぜひ私もやりたいな。自分がもし会
長になったら、ぜひやりたいとその時心に決めた次
第です。
　申し遅れました。私行田さくらロータリークラブ
第３０代会長を務めます井上でございます。今日は
どうぞよろしくお願いいたします。
　行田ロータリークラブとは大変思い出深いのです。
と言いますのも、今はもうなくなりましたが私が青
少年委員会をやっていたときにふるさとを知るつど
いを私が委員長でやったときに、やはり湯本さんで
御前会議ではありませんが白い布をテーブルに敷い
ていただきまして市役所の方とか行田さくらの事務
局、ささらの方とか呼びまして会議しまして、その
後、懇親会に移った。それも楽しかったので思い出
に残っております。
　また、行田とさくらでは例会場も事務所も一緒で
すので、引越しがあったんですね。私が幹事のとき
だったと思うんですが、その時事務局が一名、こち
らも一名、他に３名ずつくらい８名ほどだったと思
いますが、小池さんの２トンくらいのトラックを出
してもらいましてあの３階から運ぶのに大汗かいて
今のクラブハウスに運んだことがありました。これ
も大変でしたが、夕方になってしまいまして夕食会。
バーミヤンで大汗かいて、８人くらいで夕食を食べ
た思い出があります。
　もっと思い出に残りますのがこちらにいらっしゃ
る小池英輔さんがガバナーをなさったとき、私は登
録受付委員会、これがその時の委嘱状でございます。
これはコピーでございますが、本物は私の蔵の中に
家宝として保管してあります。ちょっと読ませても
らいます。

　委嘱状　行田さくらロータリークラブ井上博司様
　　2001年度－2002年度、国際ロータリー第2570
　　地区、地区大会登録受付委員会委員を委嘱申し
　　上げます。
　　2001年11月15日
　　国際ロータリー第2570地区ガバナー小池英輔

　このときも行田クラブの皆さんには、大変お世話
になりました。

　大会にいたるまでに私も思い出に残るのは、めん
こやさんという、うどん屋さんが有るんですが、そ
こに５クラブのメンバーが入りましてぎゅうぎゅう
になり、狭くて大変だったなと言うことが思い出に
残っておりますが、当日も石塚さん、武笠さん、山
本さん、森嶋さん、大変お世話になりました。本当
に思い出に残っております。
　今日は最後に懇親会があろうかと思います。本来
でしたら皆さんところ全部に注して回らなければい
けないんですが、妻沼ロータリーでしたらそれが可
能なんです。と申しますのは会員が６名ですから。
ところが行田ロータリークラブさんはこのように大
人数ですのでそれができませんので、出てくる前に
全部、阿部さんから渡辺栄一さんに至るまで７２名
の名前を全部指でなぞりながら読み上げて、よろし
くお願いしますと頭を下げてきました。従いまして、
本日皆様方にお注ぎすることはできないかと思いま
すが、それにてお許しいただきたいと思います。
　今日はお世話になります。有難うございました。

　私は、さくらロータリークラブの種と申します。
植物の「種」一字でございます。
　先ほど会長報告に有りましたように、クラブ奉仕
のセミナーに先日出まして、そこでも言われるのは
クラブ員の減少のことでした。本当にどこに行って
もこの言葉は聞かれまして、たまたま今日、日経新
聞を見てましたら労働組合の連合がかつて７年前に
は８０８万人いたんですが、１００万人以上減って
今では６８０万人になってしまっている。
　それから、昨日の新聞には地方の大学も定員割れ
であり、１００%入学できると出ておりました。
　私は保険の仕事をしておりますが、いろんな団体
を回っておりますが、埼建労とか建設労とかどの団
体も減っていると。組織が減るのは少子化とか時代
の波もあることだと思いますが、なかなか魅力ある
クラブを作るというのは大変難しいことですが、私
のクラブではひとつの方法としてオートコンタクト
と言うコンピュータを使った音声で、会員の皆さん
に出席はどうされますかと、出席する方は７番を、
欠席される方は８番をと、それがすべて手元のコン
ピュータで集計されまして、その後どうしても応答
されない方には電話をかけます。電話をかけますと
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）



大体１割くらいの方はいつも出るつもりはないと、
２割くらいの方はそうだったっけと火曜日だっけと
こういう方も結構多いのにも驚きました。
　残りの３割くらいの方は声をかけられたら出るか
なと、本当に良く出るのは３割くらいで後の２割く
らいの方は出たり出なかったりとそんな感じでござ
います。おかげさまで多少出席率は今のところ良く
て、８０％・７０％を保っておりますが、ある私ど
もの会員がもっと横断的にどこのクラブにも出れた
らいいなと言いまして、深谷の例会、行田の例会、
吹上の例会と日本社会は非常に流動化しているのに
ロータリーは非常に閉鎖的であると、この意見が正
しいかどうかはわかりませんがいつも２割から３割
は外部者が来ているということも、それもまた価値
あることかなと思います。そういう意味で今日お招
きいただいたのは、交流と言うことで大変意味があ
るのではないかなと思います。
　その方はあっちこっちの会に出て、ロータリーを
営業の場にしてはいけませんがビジネスチャンスが
あると、またロータリー会員が電話を入れたら会う
義務があるようになったら良いんだけどなと言って
いました。
　それはともかく、今日はすばらしい会にお招きい
ただきまして有難うございます。

　こんばんは親睦委員会です。
　参加人数ですが会員１９名、ご夫人１１名、中学
生が２名、小学生が５名と言うことで総計３５名の
参加です。行き帰りは新幹線、宿泊先は長島温泉ホ
テル花水木、観光は貸し切りバスで名古屋城・徳川
美術館など、メインは何といっても愛・地球博の観
覧ということになります。
　元気にいってまいりますのでよろしくお願い申し
上げます。
　尚、参加費が未納の方が何名かいらっしゃいます
ので、当日にご集金させていただきますのでよろし
くお願い申し上げます。

委員会報告

委員会方針

親睦委員会　古沢勇治委員長

　みなさまこんばんは、委員長の福島でございます。
　先週のアジアの子供達の絵日記展のオープニング
では社会奉仕委員の皆様、親睦委員の皆様には大変
ご苦労様でございました。お蔭様で２３日から来月
の２８日まで、郷土博物館で展示を行うことができ
ます。
　今年の国際奉仕の事業はこのアジアの子供たちの
絵日記展、ネパールの子供たちへの里親としての支
援、昨年は１４名の方にご支援いただきましたが、
今年はもうちょっと多くの方にご支援いただけたら
と思っております。今後逐次、例会のときに発表さ
せていただけたらと思います。
　今日はこの辺で失礼させていただきます。どうも
有り難うございました。

国際奉仕委員会　福島伸悦委員長

　皆様こんばんは。時間が限られておるとのことで
すので準備したものを読み上げさせていただきます。
　ロータリーは地域社会に活躍している人の代表者
により構成されております。奉仕活動を行っており
ますわけですから、多くの職業人から人選されるこ
とが望ましいと考えられます。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

職業分類委員会　鈴木康夫委員長

ポールハリスフェローの表彰
小菅克祥会員 受賞
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　皆さんこんばんは。この会員増強委員会は、この
委員会だけでは増強できません。行田クラブ全員が
一丸となってそれぞれの情報をいただきまして、職
業分類の空白の部分を特に埋めて行きたいと思って
います。皆様方のご協力をお願いいたします。
　内容につきましては、後で資料をいただければよ
いことになっておりますのでよろしくお願いします。

会員増強委員会　小林一好委員長

　皆さんこんばんは。会員選考委員会の清水でござ
います。会員選考も会員増強の一翼を担っている訳
ですが職業分類、会員増強委員会と連絡を密にいた
しまして皆さんから推薦いただいた被推薦者を行田
クラブの活性化に寄与する人か、あるいはクラブ運
営に協力的か、また会員相互の親睦を図れるか等々
の観点から見まして会員としての適格性を審査しま

して、その結論を会長に進言する委員会でございま
す。
　いずれにしましても、皆様方から大勢の推薦者が
上がってこなければ、われわれの役目も無いわけで
すから、皆様方の大勢の推薦をよろしくお願いいた
します。
　以上です。

会員選考委員会　清水義夫会員

　皆様方こんばんは。久しぶりにマイクの前に立ち
ました。
　私の所属しておりますロータリー情報委員会です
が、まず一つは新入会員に対してロータリーがどう
いったものかという情報を提供することと、もう一
つは現会員にいろいろな地区の情報やあるいはＲＩ
の情報、他クラブの情報をお伝えする委員会と心得
ております。そういったことで、各例会にお邪魔虫
のように時たま出没するとは思いますが、ぜひ一つ
よろしくお願いいたします。
　できるだけ会長を通じまして、皆様方に会長挨拶
の中で述べていただくようにさせていただきたいと
思いますのでよろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員会　黒渕陽夫委員長

　改めましてこんばんは。本年度親睦委員長を仰せ
つかりました古沢勇治でございます。よろしくお願
いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

親睦委員会　古沢勇治委員長

　近年職業も多様化して、それぞれの分野で活躍さ
れているまだ推薦されていない道の方が多く居られ
ることと思います。それらの方を見極め、推薦する
基礎資料となるものを作成し、会員増強、会員選考
とも協力してクラブの充実に努める、重要な委員会
であると考えられます。
　当委員会は経験豊富で優秀なメンバーがそろって
おりますので、各委員会と協力して任務を全うした
いと考えております。
　以上ですよろしくお願いします。



　皆さんこんばんは。
　四年ほど前に一度プログラム委員長をやっていま
して、もう来ないだろうなと思っていたところ、内
山会長からやってくれと言われてお断りしました。
夜、サッカーの中継を見ているときに電話がかかっ
てきて、この一番良いときにこんな話は面倒だから
わかりましたと言っちゃって、２回目のプラグラム
委員長ということになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

プログラム委員会　坂本研一委員長

　皆さんこんばんは。今年度ニコニコを担当させて
いただきます、山本と申します。よろしくお願いし
ます。
　皆さんご存知の通り、皆様からお預かりしたニコ
ニコは社会奉仕の財源として、大きな役割を担って
いるわけであります。本年度もご協力よろしくお願
いいたします。
　といいましてもこれは強制ではありませんので、
皆さんの喜びだとか幸せだとかをほんの少しお分け
頂けたら有難いなと思います。金額も問いません。
有難くお預かりいたします。
　それから、例会の最後に報告をさせて頂いており
ますが、万が一報告漏れがございましたら何卒ご容
赦いただきたくお願いいたします。週報におきまし
ては漏れなくご報告させて頂いておりますので、宜
しくお願いいたします。
　また報告のお名前の順番ですが、例会当日の短い
時間の間に整理するものですから順不同となります
が、何卒ご了承の程宜しくお願いいたします。
　皆様のご協力をお願いしまして、委員長方針とさ
せていただきます。

スマイルボックス委員会　山本栄治委員長

　皆さんこんばんは。出席奨励委員会の方から申し
上げます。
　年度計画書をご覧になって、ご理解いただきたい
と思います。先程来から会長、さくらロータリーの
種幹事、親睦委員長の古沢さんからお話があったよ
うに、メーキャップが叫ばれていますが、２５７０
地区第５グループで出席に関する討論会が行われま

して、その中でメーキャップについてさらに深めて
いくということが重要視されています。
　従いまして、大いにメーキャップを行っていただ
きたいと思います。ただ基本は何といっても当クラ
ブの例会ですので、そういったことも念頭において
活動を活発に進めていただければと思います。
　メーキャップカードについては委員長、または副
委員長に提出していただくことをお願いしまして、
終わりにします。有難うございました。

出席奨励委員会　小島一男委員長

　親睦委員会の仕事は親睦旅行、クリスマス例会、
結婚祝いパーティ、日帰り旅行、ガバナー公式訪問
をはじめとしまして各種例会に関与していく歯車の
中核をなす大事な委員会で有ると認識しています。
委員会の皆さんの協力を得まして、頑張っていく所
存です。
　これらの行事を通して会員相互の親睦、家族をま
じえた親睦を図ることができると思っております。
　今年度はこれに加えまして、来訪者の接待と親睦
にも力を入れたいと思っております。来訪者の受け
るそのクラブの印象が、その町の価値や評価にまで
及ぶことを考えまして受付や接待の大事さを再認識
しまして、来訪者を決してまごつかせたり一人ぼっ
ちにさせないような運営をしてまいりたいと思って
おります。
　また他クラブとの親睦では、メーキャップを充実
しましてできればメーキャップツアーを随時開きま
して、毎月のように他クラブに押し寄せたら、良い
経験になるだろうなと考えておりますので、奮って
ご参加をしていただきたいと思います。年間１０回
を予定しておりますのでよろしくお願いします。



　皆さんこんばんは。今年度クラブ会報委員会委員
長を仰せつかりました境野です。一年間どうぞ宜し
くお願いいたします。
　今年度で私、クラブ会報は３年目で手馴れた委員
会では有りますが、より充実した会報の発行。そし
てメンバーの皆様に楽しみに見ていただける、魅力
ある会報づくりを心がけてまいります。と同時に、
それが出席率の向上に繋がるようになればより良い
のではないかと考え、今年度がんばって行きたいと
思います。宜しくお願いいたします。

クラブ会報委員会　境野登章委員長

　こんにちは。今年度健康管理委員長を仰せつかり
ました清水でございます。
　入会以来半分くらい健康管理委員長をやっていま
す、はっきり言いまして疲れきった委員長でござい
ます。
　特に今年度は血液検査は中止ということで、３月
に卓話をお願いされているんですが、例会としては
それだけですが、私たちはプロの集団ですので健康
相談についてはいつでも受け付けていますので宜し

くお願いいたします。
　以上でございます。

健康管理委員会　清水泰治委員長

　こんにちは。ゴルフ委員会でございます。
　会員サービスの委員会ですので、年度計画書をご
一読いただくということでご了解いただきたいと思
います。
　４つほどゴルフの試合がございますが、それ以外
でも先日、商工会議所さんの方から９月１４日に第
４回会員ゴルフ大会ということで、２組のノルマを
頂戴しました。
　今日は行田青年会議所の若手の方から、ぜひ一度
コンペをと果たし状も頂戴いたしております。
　委員会のメンバーはゴルフ好きを取り揃えており
ますので、ゴルフを通じてのみなさんの親睦の場を
提供して行きたいと思っております。
　どうぞ宜しくお願いいたします。

ゴルフ委員会　櫨秀和委員長

　皆さんこんばんは。作られたり作られなかったり
しています家族委員会ですが、私としては大変重要
な委員会だと思っております。
　今年度は家族と一緒に楽しめる例会ということで、
年に二回のバーベキュー例会を企画しております。
　第一回目は過日７月１６日になりますが、湯本ホ
テルさんの駐車場をお借りしまして行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

家族委員会　持田朋春委員長

　ということで、ちょっと疲れた委員長ですので例
会の方も各委員長さんの活動方針をできるだけ取り
入れさせて頂いて、各委員会主体の設営とさせてい
ただき、私は楽をさせて頂こうと思いますので、各
委員長さん宜しくお願いいたします。



　皆さんこんばんは。
　職業情報委員会の方からですが、今日は委員長が
所要で来られませんので、私が代わりにお話させて
いただきます。
　秋ごろに音楽文化委員会と協力しまして、東京に
音楽を聴きに行くとき東京方面の企業に訪問して、
その活動を見させていただく計画でいます。
　もう一つは、会員の方を選ばせていただいて卓話
をして頂く計画でおります。
　年度計画書をご一読ください。

職業情報委員会　阿部克也副委員長

　こんばんは。ＩＴ委員会の小菅でございます。
　例会を３回予定しておりまして、２回は携帯電話
の徹底活用をドコモの方にお話いただければと思っ
ております。
　もう１回はＮＥＣに伺って全くペーパを使わない
職場を見学して、それぞれの事業所で生かしていた

だければと考えております。
　宜しくお願いします。

ＩＴ委員会　小菅克祥委員長

　皆さんこんばんは。今年度、青少年委員長を仰せ
つかりました小沢です。幸い当委員会では、非常に
優秀な会員がたくさん居りますので、ぜひ期待でき
る委員会活動ができるものと思います。
　また、白河ロータリーさんの方からあまりお金を
使わないで楽しくやりましょうよと提案がございま
したので、これまでとは違った形で子供たちの記憶
に残るような楽しい白河との交流ができれば良いか
なと、こう考えております。
　皆さんの協力を宜しくお願いいたします。
　以上でございます。

青少年員会　小沢瑛委員長

　皆さんこんばんは。環境保全委員会で今年度務め
させていただきます、飯田です。宜しくお願いいた
します。
　七夕例会のときにチームマイナス６%に参加する
と宣言をしましたが、できましたら今年度中にです
ね、会員の皆さんの会社が、全員がチームマイナス
６%に登録していただけるとうれしいなと言うふう
に考えております。
　行田の水というテーマでやらせていただいており
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

環境保全委員会　飯田芳幸委員長

　４３名の参加を頂き和やかに過ごす事ができまし
た。最後に味の無い焼きそばを食べさせられました
が、私の作った焼きそばは大変おいしかったです。
　２回目は９月１１日、日曜日夕方の６時点鍾で、
バーベキューのほかに災害支援ボランティアの体験
ということで予定しておりますので、たくさんの皆
さんのご参加をお待ちしております。



　皆さんこんばんは。本年度、音楽文化委員会委員
長を仰せつかりました小椋です。
　音楽文化委員会としては、昨年と同様に２月に第
１４回行田市スクールバンドフェスティバルの開催
を予定しています。
　また、会員相互の音楽にもっと親しもうと言うこ
とで、今年度は１０月に親睦を兼ねましてコンサー
トを聴きに行く計画をしています。その時は、奮っ
てご参加ください。
　宜しくお願いいたします。

音楽文化委員会　小椋剛委員長

　姉妹クラブ委員長の武田です。宜しくお願いしま
す。
　姉妹クラブを結んでいますのは、台湾台北の城中
ロータリークラブ、2530地区白河ロータリークラブ
の２クラブです。
　年度計画書に１ページ使って詳しく書いてありま
すので、ご一読を宜しくお願いいたします。
　尚、提灯祭りが６月１９日となっておりますが、

９月１６日の間違いでございます。間違いのないよ
うに、ぜひ当日は参加していただきたいと思います。
　また、青少年委員会・親睦委員会の皆さんと連携
をとってやっていきたいと思いますので、宜しくお
願いいたします。

姉妹クラブ委員会　武田和則委員長

　こんばんは。今年度ロータリー財団委員会の委員
長を仰せつかった中島でございます。
　この委員会はポールハリスフェローの活動の資金
集めだと思います。皆さん方に、「それでこそロー
タリー」「超我の奉仕」の精神で私がお願いしなく
ても気持ちよく出していただければと思いますので
宜しくお願いいたします。

財団委員会　中島捷二委員長

　皆さんこんばんは。米山委員長を仰せつかりまし
た富田でございます。
　先程会長からお話があったとおり、財団と同じで
寄付を頂きたいということでございまして。今年の
予算が普通寄付が一人頭2,000円の72名分144,000円
です。
　また、10万円の特別寄付が７名お願いしたいとい
うことで70万です。合計844,000円となります。
　現在のところ会長と幹事から喜んで出させていた
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）

米山委員会　富田久雄委員長

ますが、水に関していろいろなことを研究させてい
ただきまして、ＩＴ委員会にお願いしてホームペー
ジ上に出して頂く様なことをやらせて頂きますので、
ぜひ今年一年間よろしくお願いいたします。



☆行田さくらＲＣ　井上会長…本日は表敬訪問に
　参りました。宜しくお願いいたします。
☆行田さくらＲＣ　種　幹事…例会に出席させて
　いただき、ありがとうございます。
☆内山会長…行田さくらＲＣ井上会長、種幹事さ
　ん、１年間よろしく。
　会長報告はロータリー情報をより多く致して参
　ります。
☆山本(憲)幹事…井上会長、種幹事ようこそ。
☆黒渕会員…井上会長、種幹事ようこそ。
☆渡辺会員…７月２４日、白河の人たちが古代蓮
　の見学に見えて大変喜んでお帰り頂きました。
☆諸貫会員…早退いたします。
☆永島(健)会員…行田さくら井上会長、種幹事、
　ようこそ。先日は素晴らしい各委員方針を聞く
　ことができました。有り難うございました。
☆湯本会員…本日はゆもとホテルをご利用いただ
　き、ありがとうございます。
☆小林会員…各委員長の皆様、委員長発表ご苦労
　様です。暑い日がつづきます。お体ご自愛くだ
　さい。
☆福島会員…９月１０日(土) 元ペルー大統領アル
　ベルト・フジモリ氏の特別講演会が長光寺にて
　行われます。ご興味のある方は福島までお問い
　合わせください。チラシが用意してあります。
☆清水(義)会員…お世話になります。
☆小池(利)会員…さくらＲＣ井上会長、種幹事、
　ご苦労様です。
☆富田会員…夜間例会お世話になります。
☆稲垣会員…各委員長さんご苦労様です。
☆小沢会員…青少年委員会頑張ります。よろしく
　お願いします。
☆小菅会員…各委員長さんご苦労様です。
☆坂本会員…各委員長さんご苦労様です。
☆持田会員…各委員長さんご苦労様です。
☆森島会員…各委員長さんご苦労様です。
☆鈴木(康)会員…各委員長さんご苦労様です。
☆古沢(勇)会員…各委員長さんご苦労様です。
☆武田会員…各委員長さんご苦労様です。
☆碓井会員…各委員長さんご苦労様です。
☆中島会員…暑さが日増しに厳しくなります。
　水分補給は１日２リットル位必要だそうです。
☆廣川会員…各委員長さんご苦労様です。
☆清水(治)会員…各委員長さんご苦労様です。
☆大野会員…各委員長さんご苦労様です。
☆阿部会員…各委員長さんご苦労様です。
☆古沢(憲)会員…各委員長さんご苦労様です。
☆境野会員…各委員長さんご苦労様です。
☆小島会員…各委員長さんご苦労様です。
☆清水(泰)会員…各委員長さんご苦労様です。
☆植田会員…各委員長さんご苦労様です。
☆宮内会員…各委員長さんご苦労様です。

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥５００００
正会員数　　　７２名
本日の出席者　４５名

メークアップ　　　　２名
出席率　　　６２．５０％

出席報告

　皆さんこんばんは。世界社会奉仕委員会の植田で
ございます。
　奉仕の理想精神が世界中に理解されると言うこと
が、一番大事なことだと思います。緊急時に対応す
るだけではなく、地域社会が大惨事から復興推進で
きるように長期の支援が必要になります。
　今期も書き損じはがきや金券等、ご協力を宜しく
お願いいたします。開発途上国が少しでも良くなる
よう支援したいと思います。
　また活動ですが、７月１２日に行田郷土博物館に
おいて行田市長、古谷ガバナー補佐他、多数の方に
お見えいただき、皆様のご協力で無事に世界の子供
たちの絵日記展のオープニングが実行できました。
　今後、ネパール里子への支援事業を行いますので
皆さんのご協力をお願いいたします。
　どうも有り難うございました。

世界社会奉仕委員会　植田信男委員長

だくと言うことで２名の特別寄付はお申しで頂いて
いますが、他に５名以上の皆さんから10万円の特別
寄付をお願いしたいと言う予定でおります。
　米山についてはいろいろ説明すべきことがありま
すが、今日は１分と言うことでこれで終わります。
　宜しくお願いいたします。


