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小林利郎年度
第２３回 通算２６３７例会
平成２９年１２月２１日

会長挨拶
第 55 代会長 小林利郎
幹事報告
幹事 出山知宏

皆様こんにちは。本日は今年最後の例会、師
①地区において 2017 年度の決議案が決議審

走という事で皆様も慌ただしくお仕事されてい
議会にて審議され、38 件のうち 17 件が採

る事と思います。そんな中での例会出席お疲れ
択され、今後ＲＩ理事会や財団管理委員会
様です。 
で審議されるとの報告がありました。
前週の例会に於いて高橋真理以会員のお誘

いでお越しいただいた境野様よりお礼という形でとても丁

寧なお手紙を頂戴いたしました。境野様には是非折をみて当

クラブの会員になられます様ご期待いたします。
さて、今年も残すところあと１０日となりました。
皆様の

幼少の頃を思い出してみて下さい。年末年始はどこのお店も

お休みということで、買い出しや料理の準備、年が明けてか

らは、その料理を囲んで家族や集まった親戚友人の方々と団
欒とした風情があったように思います。今のようにコンビニ

は無かったし、スーパーも元旦から営業をしていることもあ
りませんでした。だからその工夫をされた料理で、お正月料
理として余計に美味しかったような気がいたします。
年末年始も無休で営業となれば当然それに伴って従業員の
シフト等、様々な課題が見えない部分であるのだと思いま
す。そのような風情を取り戻そうと、「働き方改革」の動き
も意識した中で、あるスーパーマーケットグループ会社が動
き出してきたという事を耳に致しました。「働き方改革」へ
の動きは来年以降、本格化してくると思います。すでに、あ
る企業では「フレックスタイム制」（労働者自身が日々の労
働時間の長さや配置を決定できる制度）を導入している企業
もあるそうです。私たちも雇用主あるいは経営者として、こ
の動きには無関心ではいられないのではないでしょうか。
本日の例会、クラブ総会と例会終了後に本丸公民館へ移動
して「５５周年記念事業・枝垂れ桜 植樹式」よろしくお願
い致します。
挨○
拶○
文 の○
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間
○
「そのうち」より「いまのうち」
「自由」イコール「責任」
変化はチャンス
四つ葉のクローバーを探すために
三つ葉のクローバーを踏みにじってはいけない
明日のために
自分のために …toshi

・クラブ運営に関するもの
・ロータリーの基本理念や指導原則に関するもの
・ロータリーのプログラムに関するもの
・ＲＩの財政状態に関するもの
②第 30 回日韓交流事業として韓国高校生の訪日予定が決ま
りました。
③地区より 2017 年度版インターアクトクラブジャーナル第
37 号と、第 29 回日韓交流事業において訪韓した高校生の
研修記録誌「チング（親友）
」が届いておりますのでご覧
ください。
④大宮北ＲＣ様より 11 月～12 月の週報、大宮北東ＲＣ様よ
り 12 月の週報が届いております。
以上

表彰
永年在籍会員表彰 菊地 廣 会員
国際ロータリー第 2770 地区より 2017 年
11 月 11 日までに在籍 45 年以上の会員に
贈られる永年在籍会員として、菊地廣会
員が表彰されました。菊地会員は昭和 43
年 4 月にご入会後数々のご功績を重ねな
がら今年で 49 年のご在籍となります。今後ともクラブ運
営にご尽力頂きつつ、
「継続は力なり」の実例を後進にお示
しくださいます様お願い致します。おめでとうございます。

委員会報告
親睦委員会 委員長 中村 正
新年例会についてのご案内
日時 1 月 11 日（木）
場所 定例会場ふな又１階
点鐘午後 6 時、例会後 6 時 20 分より琴演奏、
7 時より懇親会を予定しております。大勢のご参加をお願
いたします。

◆次回の例会◆ 平成２９年１２月２１日（木）

クラブ総会

点鐘 12：30 会場 ふな又

社会奉仕委員会 委員長 中村

正

本年度創立 55 周年を記念し、区内公共施設（本丸公民館前）
に枝垂桜の植替えを行いました。つきましては現地で記念
撮影を行いますので、例会終了後に御移動をお願いします。

クラブ総会
・会員数 24 名、出席者数 15 名、クラブ細則第 1 条 定義
により総会出席者数が会員総数の 1/3 に達するのでクラ
ブ総会は成立する。
・会長小林利郎を議長に任命、総会にて承認。
●審議事項
12/19 の理事会において第 56 代会長に原田
晃博会員が指名・承認。
●決議
全員一致にて第 56 第会長として原田晃博会
第 56 代会長
員を承認。
原田晃博
・原田晃博会長エレクトより、次年度理事および役員発表。
●次年度理事
塩田淳司
鈴木 隆
中村 正
田口雅弘
三浦宜之
小田光司
原田晃博
増岡昌行
小林利郎
出山知宏
津多一幸
田中芳明
●次年度役員
中村 正
田口雅弘
三浦宜之
原田晃博
小林利郎
津多一幸
（敬称略）

半期を振り返って
2017 年 7 月 6 日小林年度第１回例会から上半期のあゆみ。

スマイルＢＯＸより
メンバー（50 音順）
小田光司
菊地 廣
小林利郎
鈴木 隆
鈴木真樹
関根信行
高橋真理以
田中芳明
田畑寛樹
津多一幸
出山知宏
中村 正
原田晃博
三浦宣之
🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼

スマイル報告
本日のスマイル合計
年間累計額

20,000 円
580,000 円

出席報告
会員数
24

発 行

会報・広報委員会

委員長 田畑寛樹

出席数
15

副委員長 増岡昌行

免除者

ＭＵ
3

出席率
75.00％

委員 三浦宣之 高橋真理以

