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例例例例    会会会会    日日日日    誌誌誌誌 

 

□司   会 北村 久文プログラム委員長 

□開 会 点 鐘 

小嶋 修一会長 

□本日のプログラム  

クラブアッセンブリー 

□ビ ジ タ ー  

上田 RC／鈴木 哲君 

 

会会会会    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶                小嶋小嶋小嶋小嶋    修一修一修一修一    君君君君 

    

魚の味について魚の味について魚の味について魚の味について    

 刺身を食べることがあります。五点盛りなど盛

り合わせで出てくると視覚的に食欲がわきますが、

味がなく、歯触り、のどごしの食感ではわかりま

すが醤油の味で食べている感じです。 

 平目・鯛の刺身などは味がなく全部同じような

もので、煮たり焼いたりしてその魚本来の味とな

るように思います。 

 カニの刺身、氷水につけてきれいなものですが、

酢醤油をつけることにより美味しく食べられます。 

マグロのトロはおいしいと思いますが、脂がの

っていることは分かりますが、ネットリしていて

味がないような気がします。 

牛刺し・馬刺し・鳥のササミなども醤油のおい

しさで食べている感じです。イカも半透明で新鮮

なものも、歯触り、のどごしの食感を楽しむもの

で、煮たり焼いたり干したりして本来の味や旨み

が出てくると思います。 

 家族からは、「何やかやと言うんだったら、食べ

なきゃいいのに…。」と言われますが、醤油をつけ

て美味しくいただいております。 

 

 

2012201220122012----13131313 年度年度年度年度        

引継クラブアッセンブリー引継クラブアッセンブリー引継クラブアッセンブリー引継クラブアッセンブリー    

＊クラブ管理運営委員会＊クラブ管理運営委員会＊クラブ管理運営委員会＊クラブ管理運営委員会    寺島寺島寺島寺島        滋滋滋滋    

クラブの運営に関しては、会長・幹事任せとな

り、副会長として十分機能しなかったこと、およ

び委員会活動についても各小委員長さん任せで役

割を果たせなかったことは大きな反省である。 

出席委員会、会報委員会、親睦・会場委員会、

プログラム委員会の４委員会が相互に協力連携

し、例会ほか諸活動を進めていくことは、今後も

継続して欲しい。 

＊＊＊＊ＳＳＳＳ....ＡＡＡＡ....ＡＡＡＡ....    斉藤恵理子斉藤恵理子斉藤恵理子斉藤恵理子    

 例会に出席できない事がありましたが、会員の

皆様に協力をして頂き無事開催でき感謝していま

す。皆様の協力で時間通りスムーズな例会が運営

できました。 

 型にはまった進行になり、やわらかさに欠けて

しまったので、次年度は委員長の個性で時にはユ

ーモアを取り入れなごやかな例会にしてください。 

＊会員増強委員長＊会員増強委員長＊会員増強委員長＊会員増強委員長    西澤西澤西澤西澤    尚夫尚夫尚夫尚夫    

 ２年続けて委員会をやらせて頂くことになりま

した。創立時の 32 名に向けて活動していますが、

勧誘は難しいです。自分の親しい人は新しい事に

挑戦する年齢ではないので、40 代～50 代の人を誘

っていきたいと思います。 

＊広報・情報委員会委員長＊広報・情報委員会委員長＊広報・情報委員会委員長＊広報・情報委員会委員長    中澤中澤中澤中澤    信敏信敏信敏信敏    

事業報告として、毎月第一例会時に「ロータリ

ーの友」の記事内容を抜粋し、委員会内で分担し

紹介をした。国際ロータリーの動きや、活動月間

の特集、各地で開催される地区大会の講演内容な

どが主な発表内容になっている。 

 当クラブの活動の広報として、東信第二グルー

プ合同での新聞広告が主な事業となっている。来

期への引継ぎとして、従来続けられてきた「ロー 
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タリーの友」を紹介する活動は、メンバーがロー

タリーを見直し、ロータリーの状況を把握するた

めにも非常に重要な活動であるので継続して取り

組んでいただきたい。 

＊出席委員会＊出席委員会＊出席委員会＊出席委員会((((出席・ニコニコボ出席・ニコニコボ出席・ニコニコボ出席・ニコニコボックスックスックスックス))))    山田山田山田山田    豊豊豊豊        

 一年間ありがとうございました。 

 出席委員会として会員の出席状況を把握し出席

率の向上に努めましたが、思うように上がりませ

んでした。幹事・事務局の協力で、他クラブの定

時受付を事前に会員に紹介してメイクアップにご

協力頂き、何度か 100%例会をすることができまし

た。同好会の活動を推進して出席扱いにするよう

考えましたが、同好会が出来なくて残念でした。 

ニコニコボックスは、皆様のご協力で予定の額

を達成できたと思います。情報の共有をする意味

でも、もっと近況を記入して頂きたいと思います。 

＊＊＊＊会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会    山ノ内恵理山ノ内恵理山ノ内恵理山ノ内恵理    

 例会時に会報委員が近く 

に座るということで、親近 

感が出て原稿が出来やすく 

楽しくできました。毎週毎 

週原稿が上がる委員会です 

ので、忙しかったです。皆 

様にも原稿依頼などをお願 

いし、快く対応していただきありがとうございま

した。 

＊親睦・会場委員会＊親睦・会場委員会＊親睦・会場委員会＊親睦・会場委員会    宮原宮原宮原宮原    宏一宏一宏一宏一    

 定時受付・例会場の受付を、委員会の皆様の協

力を得て当番制で行いました。 

 また、毎週の例会場でなごやかな受付が出来た

かと思います。皆様の協力に感謝いたします。 

＊プログラム委員会＊プログラム委員会＊プログラム委員会＊プログラム委員会    北村北村北村北村    久文久文久文久文        

 会員卓話やゲストスピーチなど、たくさんの

方々にご協力いただきましてありがとうございま

した。月１回の広報委員会の発表時に、時間のや

りくりがつかず短かった場合や卓話の時間が十分

に取れないときなどがあり反省です。 

＊奉仕プロジェクト委員会＊奉仕プロジェクト委員会＊奉仕プロジェクト委員会＊奉仕プロジェクト委員会    横沢横沢横沢横沢        正正正正    

小委員会合同の委員会・懇親会を開催し、各委

員会活動で人数が足りない時など（例えば職場訪

問例会）、お手伝いがスム－ズにできるように各

委員会の活動を確認し懇親を深めました。 

＊職業奉仕委員会＊職業奉仕委員会＊職業奉仕委員会＊職業奉仕委員会    宮下宮下宮下宮下    安仁安仁安仁安仁    

 昨年 10 月に職業奉仕月間ということで職場例

会を開催いたしました。皆様のご協力を頂き、あ

りがとうございました。来期の委員会に、会員の

職業間の紹介をできる場を作ってもらえれば嬉し

いと思います。 

   

    

＊国際奉仕委員会＊国際奉仕委員会＊国際奉仕委員会＊国際奉仕委員会((((米山奨学会担当米山奨学会担当米山奨学会担当米山奨学会担当))))    杉山杉山杉山杉山    裕裕裕裕    

 海外に出る機会もない者としては、国際奉仕と

いうのは寄付だけなのかなと思っていたふしもあ

りましたが、上田東 RC のボルネオ植樹に携わり、

海外にどんな問題があるのか目を向けなければい

けないと思うようになりました。会員卓話に関し

ても、もう少し勉強して国際奉仕について話せる

ようになればよかったと思います。 

＊ロータリー財団委員会＊ロータリー財団委員会＊ロータリー財団委員会＊ロータリー財団委員会    柄澤柄澤柄澤柄澤        堯堯堯堯    

 年間募金目標「3000 ドル」は、現時点で４名の

皆様の御協力により達成(3300 ドル)しました。御

協力に感謝いたします。 

 次年度も会員参加の「あなたも 100 ドルを」の

運動を続けます。 

 

幹幹幹幹    事事事事    報報報報    告告告告                            水野水野水野水野    泰雄泰雄泰雄泰雄    君君君君    

１．RI より 日本事務局移転のお知らせ 2013.5.27 

より。4 月度の認証者リストと大口寄付者のリス 

トが届いています。 

２．ロータリー米山記念奨学会より ハイライトよ 

ねやま 158 号が届いています。 

３．島田ガバナー事務所・東御 R.C.より 

東御 R.C.会長交代のお知らせが届いています。 

４．宮坂ガバナーエレクト事務所より 新年度用

ホームページ開設通知。Ｒ財団寄付明細配信。 

会報恵送 

１．会報 桐生赤城 R.C.上田東 R.C. 

２．松本西南 R.C.より 創立 40 周年記念誌配布 

 

出 席 報 告        久保田正司 君 

 ベース 欠 席 メイク 出 席 率 

本 日 ２９ ５ ０ ８２．７６％ 

前々回 ２８ ９ ３ ７８．５７％ 

 

ニコニコＢＯＸ      久保田正司 君 

鈴木  哲 お世話になります。 

小嶋 修一 鈴木さん、ようこそ。 

水野 泰雄 今日は委員長の皆様～一年間ご苦労

様でした。思いのたけを語ってくだ

さい。 

平野 成基君 柄澤  堯君 北村 久文君 

久保田正司君 松澤 一志君 宮下 安仁君 

宮澤 広一君 中澤 信敏君 西澤 文登君 

生川 秀樹君 西澤 尚夫君 杉山  裕君 

田中 栄一君 山ノ内恵理君 山﨑 博太君 

山崎 芳雄君 横沢  正君  

 


