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加藤
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本日はお忙しい中、第２７７０
地区鶴見 裕幹事様そして全
会員が出席しての八潮みらい
ロータリークラブの第１設立例
会を迎えることが出来大変うれ
しく思います。初代会長を務め
させて頂きます加藤です。宜し
くお願い致します。非常に光
栄でありますと共に身の引き締
まる思いです。無理せずに精
一杯長い任期を皆様の強力な
ご支援とご協力を得て頑張っ
て務めてまいりたいと思いま
す。
今回の新クラブ設立に関しては以前より合併の話が何度とな
く有りましたが、昨年7月より合併に向けて実行委員会を発足
させ話し合いを重ね多くの課題などを処理してまいりました。
旧八潮中央RC、旧八潮シティRCと元草加２１RCの3クラブで
の合併予定で話し合いを進めてまいりましたが、元草加
21RCで難しい問題もあり残念ながら2クラブでの合併で合意
いたしました。しかし、新クラブ設立と同時に数名の元会員の
方々が再入会して頂きました。私は3クラブの合併と認識おり
ます。今後も多くの難問に直面すると思いますが、同じ目標
に向かって、相互理解、相互信頼を深め、有意義な奉仕活
動と魅力のある楽しいクラブ作りに注力し会員全員参加を基
本とした新しいクラブ運営を心掛けていきたいと思います。今
年度の三国ガバナーのテーマ「ロータリーに新風を」の通り今
一度、基本に立ち返り会員皆が自分自身を見つめ直して
ロータリー活動に挑戦しようではありませんか。私の今年度の
テーマは「思いやりのこころ」です。やはり3クラブがひとつに
なることに皆さん多少温度差を感じているのではないでしょう
か。会員皆が相手に対し思いやる気持ちを持て共に活動し
て行きましょう。そして活動目標は「親睦」と「増強」です。「親
睦」とはお互いに親しみ合い仲良くすることです。様々な活
動を通じて会員相互の絆を強くし理解し合えるように皆で努
力をする様お願い致します。もう一つの「増強」は近年ロータ
リーの最大の課題だと思います。新クラブ発足時は、３０名以
上でのスタートを希望していましたが残念ながら２６名での船
出になりました。しかし、この合併で新クラブが誕生した今が
会員増強活動を行う絶好のチャンスだと思います。全会員で
増強活動を行い新しい仲間を交えて７月の年度初めには３５
名になるよう大きな目標に向かって努力して行こうではありま
せんか。最後に今一度皆様方にご支援、ご協力をお願い致
しまして会長の挨拶とさせて頂きます。
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会長、幹事 拝命式

クラブ創立宣言
国際ロータリー細則第二条六十項に基づ
き、平成二十四年二月十日、国際ロータ
リー日本事務所へ、クラブ合併申請を致し
ました。そして、平成二十四年二月二十三
日、八潮みらいロータリークラブとして認証
されました。本日、平成二十四年三月一
日、八潮みらいロータリークラブ、第一回
例会を開催し、国際ロータリー第二七七〇
地区、八潮みらいロータリークラブの創立
を宣言致します。
八潮みらいロータリークラブ会長 加藤修

大島会員代表（左）より加藤会長（上）市川幹事（下）

入会式

お客様

第9ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
金杉光左生様

石井 肇 新会員

地区幹事
鶴見裕様

名誉会員
木村正義様

槌田 幸洋 新会員
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例会場
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幹事報告

ニコニコBOX

1、ネームプレートのご確認のお願い
誤字が多くなっています。各自ご確認
ください。
2、会費納入のお願い
3、会員名簿を早急に作成致します。
もう暫くお待ちください。
4、司会、設営は部門ごとにお願い致
します。部門委員長の割り振りお願い
致します。次週、R財団補助金管理セ
ミナーの報告がございます。

例 会

木曜日 第１、２週 １２：３０～１３：３０

例会場

イタリアンレストラン フェリーチェ３階

☆ 第9ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 金杉光左
生様
八潮みらいロータリークラブ 第1例会
おめでとうございます。これからが本番
です。やりとげましょう。
☆ 地区幹事 鶴見裕様
おめでとうございます。八潮みらいロー
タリークラブの発展をご祈念申し上げ
ます。
☆ 名誉会員
木村正義様
新クラブの皆様、おめでとうございま
す。
☆ 新井功治会員
八潮みらいロータリークラブ最初の例
会。これからも宜しくお願い致します。
☆ 小林利雄会員
みなさん、こんにちは。八潮みらいロー
タリークラブのスタートです。みんなで
楽しいロータリーライフを歩んでまいり
ましょう。宜しくお願い致します。
☆ 内田巌会員
初例会、おめでとうございます。よろし
くお願い致します。
☆ 高橋洋一会員
創立例会、おめでとうございます。これ
から、皆さんで楽しくクラブを作ってい
きましょう。よろしくお願いします。
☆ 大木昇会員
大木です。今後共宜しくお願いしま
す。
☆ 大島勝会員
八潮みらいロータリークラブ創立、おめ
でとうございます。
☆ 大月正雄会員
八潮みらいロータリークラブ創立記念
例会。新クラブ第一歩です。目標に向
かってガンバリましょう。
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ニコニコBOX
☆ 三矢和治会員
本日は新クラブ（八潮みらいロータ
リークラブ）の出発です。今後も宜し
くお願い致します。
☆ 伊藤祐嗣会員
明るい希望を持った未来へつなぐ、
八潮みらいロータリークラブ初例会。
これから宜しくお願い致します。
☆ 雨甲斐隆会員
八潮みらいロータリークラブ、初船出
おめでとうございます。皆様、宜しく
お願いします。
☆ 平良嘉浩会員
第１回目の例会で、たいへんうれしく
思います。皆様、宜しくお願い致しま
す。
☆ 小池史郎会員
八潮みらいロータリークラブ設立記
念例会、おめでとうございます。末永
くよろしくお願い致します。
☆ 増田博会員
よろしく！
☆ 本間守会員
八潮みらいロータリークラブのスター
トです。みな様と楽しい時間をすごせ
ることをうれしく思います。
☆ 石塚恭央会員
皆さん、こんにちは！いよいよ、八潮
みらいロータリークラブが始まりまし
た。これから宜しくお願い致します。
☆ 槌田幸洋会員
初日のご挨拶をしっかりする。
☆ 石井肇会員
今後とも宜しくお願いします。
ニコニコ
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☆ 宮内弘好会員
いよいよ、みらいの船出です。皆様、
宜しくお願いします。
☆ 加藤修会長
いよいよ新クラブのスタートです。会
長として一生懸命頑張りますので、ご
協力お願い致します。
☆ 市川英敏幹事
本日スタート致します。頑張って行き
ます。宜しくお願い致します。
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