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本日の例会

第 163 回例会

会長挨拶 市川 英敏 会長

食事 12:00～12:20
点鐘 12：30

2015-2016年度の会長職を仰せつかり、大
変な任務と受け止め、1年間を誠心誠意、
取り組んでまいります。会員の皆様のご協
力を、心よりお願い申し上げます。今、八潮
みらいロータリークラブは、素晴らしい
クラブに成りつつあります。2015-2016年度では、さらに
ロータリーを学んで頂き、ロータリークラブとして確立して
いきたいと思います。

市川 英敏 会長

ロータリーソング
お客様紹介

市川 英敏 会長

会長挨拶

市川 英敏 会長

幹事報告

木村 真一郎 幹事

クラブのテーマとして 『ロータリーを学ぼう』 と
させて頂きました。
１、毎例会にロータリーを、会員皆様で学んで行きたいと
思います。
２、学んだロータリーを確実に実行して行きたいと思いま
す。
３、1年後にロータリーを大いに語り合えるクラブ、会員に
成長して頂きます。
＊ロータリーリーダーシップ研究会(ＲＬＩ)は、ロータリー
が理解でき、なによりも楽しいです。会員皆様に参加を
お勧めします。

委員会報告
ロータリー情報

ロータリー情報委員会

クラブ協議会

委員長活動方針発表

+市川英敏会長

ニコニコ報告

親睦活動委員会

ポリオ報告
出席報告

出 席 委員会

点鐘 13:30

市川 英敏 会長

2015-2016年度 クラブテーマ
『 ロータリーを学ぼう 』

会長幹事引継式

7月例会プログラム
7月16日

19:00

フェリーチェ３階

クラブ協議会 公式訪問リハーサル
7月23日

19:00

フェリーチェ３階

クラブ協議会 委員長活動方針発表
7月30日（木）

八潮メセナ 3階会議室他

10:00

会長・幹事・エレクト
管理運営・ＳＡＡ 集合

11:00

会員 集合

井原實ガバナー公式訪問例会
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３、４週 １９：００～２０：００

URL http://mirai.yc-rotary.com

お客様

左から、百瀬ガバナー補佐、杉村八潮RC会長、水野八潮RC幹事、清水八潮ERC会長、池永八潮ERC幹事、
関根草加中央RC会長、林草加中央RC幹事、高橋草加松原RC幹事、佐々木草加松原RC会長、木村名誉会員

幹事報告 木村真一郎 幹事
1. 7月のロータリーレート １ドル１２４円
2. 米山記念奨学部門セミナー
7/19(日) ラフレさいたま3階ホール 登録12:30 点鐘13:30 閉会17:30
市川会長、米山部門から小柳委員長 出席予定
3. 青少年奉仕部門セミナー
7/25(土) 川口市民ホール(フレンディア) 登録12:00 点鐘 13:00 終了予定 17:20
市川会長 青少年部門から増田委員 出席予定
4. 広報部門セミナーの案内
7/26(日) 大宮ソニックシティ市民ホール 登録13：00 点鐘13：30 終了予定16：00
市川会長 広報部門から高橋委員 出席予定
5. 奉仕プロジェクトセミナー
8/1(土) 越谷市サンシティホール 登録12:30 点鐘13:00 閉会17:30
市川会長 奉仕プロジェクト部門から高橋委員長 出席予定
各分科委員長参加下さい。
6. 管理運営部門セミナー
8/9(日) 川口市民ホール(フレンディア) 登録 13:15 点鐘14:00 閉会17:30
市川会長 管理運営部門から石塚委員長 出席予定
7. ガバナー公式訪問
7/30(木)
場所：メセナ２Ｆ会議室１＋２ 特別会議室Ａ(ガバナー接待)
時間：10:00会長・幹事・エレクト・クラブ奉仕、ＳＡＡ集合
11:00全員集合 12:30点鐘 16:30終了予定

お客様
☆ 百瀬皓ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
本日はおせわになります。市川会長、木村幹事おめでとうございます。1年間を楽しく
ロータリー活動をしましょう。
☆ 清水旭様（八潮ERC会長）
市川会長、木村幹事初例会おめでとうございます。1年間よろしくお願いいたします。
☆ 佐々木一男様、高橋昌夫様（草加松原RC会長、幹事）
2015-2016年第一例会おめでとうございます。市川会長、木村幹事、よろしくお願い
します。
☆ 木村昌義様（名誉会員）
新年度、おめでとうございます。1年間会長、幹事様、ご苦労様です。
☆ 小池史郎会員
ガバナー補佐、草加松原、草加中央、八潮、八潮イブニングの皆様、本日はようこ
そ。市川、木村年度第一例会おめでとうございます。一年間宜しくお願い申し上げま
す。
☆ 石塚恭央会員
市川会長、木村幹事、1年間宜しくお願い致します。
☆ 槌田幸洋会員
新旧会長幹事引継、宜しくお願い致します。
☆ 加藤修会員
市川会長、木村幹事、張り切って頑張って下さい。１年間期待しています。注意事
項：暴走禁止
☆ 大月正雄会員
市川会長、木村幹事、いよいよ船出です。ガンバって1年乗り切りましょう。
☆ 本多重康会員
市川、木村年度の第一例会です。クラブの発展の為、1年間宜しくお願いします。

ニコニコ本日

☆ 坪田祐貴会員
百瀬ガバナー補佐はじめ大勢のお客様ようこそ。市川年度の第一歩おめでとうござ
います。山中様をよろしく。
☆ 金杉光左生会員
いよいよ、市川年度のスタートですね。木村幹事共々宜しくご指導下さいませ。
☆ 朴昞吾会員
今年度も宜しくお願いします。出席もよろしくお願いします。
☆ 小林利雄会員
さあーて！！ 市川会長、木村幹事、新年度スタートです。宜しくお願い致します。
☆ 小柳孝一会員
平良さん、高橋さん、１年間大変ありがとうございました。
☆ 宮内弘好会員
市川会長、木村幹事、1年間宜しくお願いします。
☆ 伊藤祐嗣会員
新会長、新幹事さん、1年間よろしくお願い致します。
☆ 本間守会員
市川会長、木村幹事、1年間よろしくお願い致します。
☆ 大島勝会員
新会長、新幹事おめでとうございます。
☆ 高橋洋一会員
市川会長、木村幹事、1年間頑張って下さい。
☆ 平良嘉浩会員
お客様いらっしゃいませ。昨年はたいへんお世話になり、ありがとうございました。
☆ 市川英敏会長
今年一年間、皆様のご協力とご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
☆ 木村真一郎幹事
一生懸命がんばりますので、１年間宜しくお願い致します。

¥24,000

ニコニコ累計

出席報告

7月2日

出席

22

メークアップ

0

出席率

88.00%

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

¥24,000

ポリオ累計

¥964

7月9日

7月16日

0

0

第３、４週 １９：００～２０：００

URL http://mirai.yc-rotary.com

