2022 – 2023 年度

皆さま、こんにちは。
本日は地区よりソーシャルメディア IT
推進委員会の稲見様、市井様にお越しいた
だき、食事中のお時間で恐縮でしたが、お
話しいただきました。稲見様、市井様あり
がとうございました。
8 月も終わり、暑さも少し和らぎ、朝晩
は多少すごしやすくなってまいりました。
8 月の例会は 2 回となってしまい、皆さま
とお会いできる機会が少なくなってしま
いましたが、如何お過ごしだったでしょう
か？当クラブ会員も何名か、コロナに感染
したとの報告を受けておりますが、大事に
ならず、復帰したと伺っております。また、
感染状況の確認の結果、例会日以後の感染
とのことでした。さらに 8 月は隔週の例会
開催でしたので、クラブ内での感染もほぼ
ない状況でしたので、ホッとしております。
過日行われた第 5 回理事会の決定・承認
事項をお知らせいたします。毎年 12 月に
行っております、Xmas 家族会の日程を年
当初の予定を変更し 11 月に開催する案が
承認されました。理由として、本年度は地
区大会が 12 月開催の為、12 月が過密日程
になること。また、現在感染者数が減少し
つつあるコロナの感染状況が少し落ち着
く時期となることを期待して、通常より少
し早めの家族会を検討することとなりま
した。

9 月、第 6 回の理事会で詳細を詰めて参
りますので、決定次第、皆さまにご案内申
し上げます。
もう一点、お知らせとして本日配布して
おります 10 月のプログラム第 3 例会 10 月
16 日に国際奉仕委員会事業のワールドフ
ェスタについてですが、今年より開催要項
が変更になっておりましたが、コロナの影
響もあり開催要項が先日届いたばかりで
ございます。従いまして、準備が間に合わ
ない可能性も考えられ、参加が難しい状況
も十分考えられますので、その際はプログ
ラムの変更も視野に入れております。この
件に付きましても早急に委員会と対応を
協議し決定次第、速やかにご案内いたしま
すのでご理解のほどお願い申し上げます。
本日は刀川広報常任委員長による卓話
ですね、刀川委員長よろしくお願いいたし
ます。
以上、会長挨拶とさせていただきます。

● 2550 地区ローターアクト運営方針変更の案内。

ロータリー地区大会に付随し合同セッションとして開催
することに。
● 2750 地区よりポリオ根絶動画の素材提供のお願いが
来ています。興味ある方幹事まで
● 今年の鹿沼秋祭り協賛金の返還のお知らせ。
● 今月のロータリーレート 1 ドル＝139 円です。

ロータリーの友月間ですのでロータリーの友につ
いてお話しさせて頂きます。
「ロータリーの友」に掲載されるコツは別紙手引書
からコピーしたものを配布しましたので、各自目を通
しておいてください。
ロータリーの友電子版がウエブサイトから見られ
ます。創刊号から閲覧できます。
「鹿沼東 栃木県」な
ど、検索ワードを入れると約 57 件ヒットします。皆
様も検索してみてください。
先週土曜日私も 3 時間かけてパソコンの画面をガン見して、個人的に興味があるものを配
布資料としてコピーしました。
ＩＤとパスワードも記載しましたのでログインしてみてください。ＩＤとパスワードはグ
ループ LINE にも亀山会員が入れてくれています確認してください。
掲載記事を紹介します。1980 年 11 月号は、鹿沼、鹿沼東合同で特殊学級の生徒さんと鱒
釣り大会を行った記事です。興味深いのは日本語と英文の表記で掲載されています。1988 年
1 月号は、粟野荘と千寿荘に日用品のプレゼントをした記事です。粟野荘は横川会員が理事
長を務める老人ホームです。やはり横川会員とはご縁があると思いました。2003 年 7 月号
は高橋宏会員が寄稿した、学校週五日制のパネルディスカッションの記事です。2016 年 10
月号は山崎順会員が寄稿した千年希望の丘植樹祭参加の記事です。2017 年 12 月号は亀山会
員が寄稿した特集疾病予防と治療月間の記事とネバーランドの子供達に楽器を贈呈した記
事がダブルで掲載されました。
活動の記事のほかに「うちの子」という自慢のペットを写真で紹介する投稿もあります。
是非とも片浦会員！ペットのベストショットと共にお願いします。
期間限定で 2023 年 2 月 28 日まで「俳句コンテスト」も募集しています布川先生！是非寄
稿して頂ければと思います。過去の記事で気になる記事があるようでしたら探しますので私
に声をかけてください。検索します。今年度も活動をロータリーの友に寄稿したいと思いま
す。各委員さんご協力よろしくお願いいたします。

＊皆さまのスマイルは奉仕事業に使われております

各種表彰・お祝い
☆本人誕生
福田 優会員

☆配偶者誕生
鈴木和也会員
吉村 繁会員
市川 智会員
福田 優会員
篠原 浩会員
大越昌宏会員
出口 敞会員

９月３０日

晴江様
９月 １日
アヤ子様 ９月 ８日
美由紀様 ９月 ９日
利恵子様 ９月１４日
真奈美様 ９月１８日
則子様
９月１８日
淳子様
９月２８日

☆結婚記念
森本浩一郎会員 真弓様

９月 ２日

☆９月度 在籍年数表彰
美野輪弘之会員
３６年

☆８月度月間スマイル大賞
吉村

繁会員
『鈴木（和也）委員長。会員増強の卓話あ
りがとうございます。増強できないと、死ぬまで
退会する事ができません。増強頑張りましょう。
』
有無を言わせない迫力。短いながらも鬼気迫る
名文です。不動の鈴木和也委員長も震え上がった
ことでしょう。吉村会員。クラブの番人として、
これからも変わらず元気で長生きして下さい。

スマイル 片浦一幸委員長

・地区ソーシャルメディア・ＩT 推進委員会 市井元様 稲見君枝様
本日は、よろしくお願いします。
亀山さんご無沙汰しております。お会いできて嬉しく思います。
・前田裕之会長
市井様、稲見様、お越し頂きありがとうございました。
何かとお世話になることも多いと思いますので、何卒よろしくお願いします。
・鈴木 勤幹事
地区ソーシャルメディア・ＩT 推進委員会 市井様、稲見様
ようこそ鹿沼東 RC へ。
刀川委員長、卓話ありがとうございました。
ロータリーの友のＨＰ、皆様是非チェックしてみて下さい。
・設楽光江会員
地区ソーシャルメディア・ＩT 推進委員会 市井様、稲見様、来訪ありがとう
ございます。
刀川貴美ちゃん、卓話お疲れ様です。良い話でしたよ。

・刀川貴美子会員
広報常任委員長の刀川です。本年度も奉仕活動すべてをロータリーの友に掲載
させて頂ける様に投稿したいと思います。各委員長さん協力お願いします。
・元委員 亀山弘晃会員
地区ソーシャルメディア委員の市井様、稲見様、お久しぶりです。
本日はご足労ありがとうございます。
今後とも情報活用のアドバイスお願いします。
・福田 優会員
８月２１日にコロナ陽性となった方と、８月１９日に濃厚接触しました。
同席していたもう 1 人は、陽性となりましたが、私はなるべく人と会わない
ようにしていましたが、今日までまったくなんともありません。
バカはかぜひかない。
・美野輪弘之会員
３１才で入会し早や３６年。
たくさんのすばらしい方々と出会えました。
・出口 敞会員
妻の誕生祝ありがとうございました。
・市川 智会員
配偶者誕生ありがとうございます。
・鈴木和也会員
パートナー誕生祝ありがとうございます。
これからも仲良く尻に敷かれて行きたいと思います。
・森本浩一郎会員
結婚記念日ありがとうございます。
すかっり忘れていました。本日はまっすぐ家に帰ります。
・大越昌宏会員
配偶者誕生ありがとうございます。
・湯澤義典会員
ガバナー公式訪問も１／３が終了し、残り４クラブとなりました。
１０／２６には、１００％の会員でガバナーをお迎えしましょう❕
・吉村 繁会員
刀川副幹事、ロータリーの友についての卓話ありがとうございます。
ついでにかーちゃんの誕生祝ありがとう。

・根本 茂会員
刀川委員長、わかりやすくすばらしい卓話参考になりました。
・片浦一幸会員
市井様、稲見様、本日はありがとうございました。
色々と便利になって良いＩT 化ですね。今後もご活躍を期待しております。
・片浦一幸会員
刀川委員長、ロータリーの友と、鹿沼東ＲＣとの歴史的なつながりもわかり
まして大変良い卓話でした。
子供達も天国で喜んでいると思います。（ぜんぜん死んでないです）
・石川

出席報告

仁会員

早退

亀山弘晃委員長

会員数

３７名

出席計算会員数

３６名

メークアップ

２名 大島、見目

欠席者

６名 赤羽、熊倉、篠原浩、舘野、原田
横川

出席率

８３．３３％

例会参加率

７８．３８％

