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2016年7月28日 (木)

第 213 回例会

本日の例会

第212回例会記録

外部卓話

会長挨拶 坪田祐貴 会長

19:00 点鐘
ロータリーソング
お客様紹介
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
外部卓話

坪田 祐貴
『奉仕の理想』
坪田 祐貴
坪田 祐貴
小柳 孝一

会長
会長
会長
幹事

地区広報部門委員長 梶 間 順 子 様
広報委員会委員
大久保 政明 様
ニコニコ報告
出席報告
20：00 点鐘

親睦活動 委 員 会
出 席 委 員 会
坪田 祐貴 会長

８月 例会プログラム
寿会館
8月4日
浅水尚伸ガバナー公式訪問例会
10:00

会長、幹事、会長ｴﾚｸﾄ、管理運営、ＳＡＡ集合

11:00 ガバナー面談、会員集合
12:30 例会点鐘
13:40 クラブ協議会
16:00 例会終鐘
16:30 解散
17:00 ガバナー懇談会（有志にて）
場所：未定

8月11日
例 会
例会場

休会 クラブ定款 第６条（Ｃ）
木曜日

こんばんは。7月14日例会、草加中央
ロータリークラブ新年度初例会出席の
ため欠席致しました。本日は北川ガバ
ナー補佐、中川ガバナー補佐幹事を
お迎えしての8月4日ガバナー公式
訪問例会のリハーサルです。宜しくご指導の程、
お願い致します。今年度の浅水ガバナーは、年度
計画書の棒読みは止めて下さいとの事です。地区
の各セミナーが開催されており、出席出来る限り、
私も参加しますが、各担当の方、ご苦労様です。
土日とロータリー財団部門、米山記念奨学部門、
学友部門があります。ご協力頂きますようお願い
申し上げます。先日、八潮市の水道委員に指名さ
れ、委員会に出席して来ました。八潮市の水道に
ついての議論と水道局の見学をして来ました。す
べては初めての事であり、八潮市では井戸が全部
で８ヶ所。比率としては、８４％が県から購入してい
る水。１６％は八潮の井戸水を使っていると云う事
です。単価としては一般住宅が１５６円、原価が１７
４円。工業水は２５４円だそうです。これが高いのか
安いのかは判りません。本年度、ロータリー財団１
００周年を迎えますが、ロータリーは色々なパート
ナー団体と協力して、きれいな水の供給を行って
おります。ガーナ人口の８０％に当たる人にきれい
な水を供給し、ガーナ、ドミニカ、フィリピン、ウガン
ダなどで井戸を掘っており、蛇口をひねればきれ
いな水が出る当たり前の事も、南アフリカの人々は
４～６時間も掛けて水を汲みに行っています。八
潮市の水を見学して、改めてロータリーが取り組ん
でいる水の問題を考えさせられました。市水道局
の見学は申し込めば出来るとの事なので、取り組
んでみたいと思っております。
お客様

北川賢一第9Ｇガバナー補佐
中川悦宏第9Ｇガバナー補佐幹事

１９：００～２０：００
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幹事報告 小柳孝一 幹事
1、7月16日ロータリー財団部門セミナー、7月17日米山記念奨学部門セミナーにご参加頂き、ありがとうございました。
今後まだまだ部門セミナーが続きます。宜しくお願い申し上げます。
2、8月4日はガバナー公式訪問です。全員出席を宜しくお願い申し上げます。
3、地区より、地区大会ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペのご案内。
日時：平成28年10月3日 場所：大利根カントリークラブ 詳細は幹事まで。
4、地区より、第15回ロータリー全国囲碁大会のご案内。
日時：平成28年10月15日 場所：日本棋院会館本院 詳細は幹事まで。

例会風景（公式訪問リハーサル）

ニコニコＢＯＸ
☆ 小池史郎会員
ガバナー公式訪問リハーサルに第9グループガ
バナー補佐 北川賢一様、補佐幹事 中川悦宏
様、本日はよろしくお願い申し上げます。
☆ 金杉光左生会員
北川ガバナー補佐 、中川補佐幹事、ご指導宜
しくお願いします。
☆ 加藤修会員
北川ガバナー補佐、中川ガバナー補佐幹事、
本日は宜しくお願い致します。
☆ 本間守会員
北川ガバナー補佐、中川ガバナー補佐幹事、よ
うこそおいでいただき、ありがとうございます。本
日もよろしくお願い致します。
☆ 小林利雄会員
ロータリー財団創立100周年、みなさんで年次
基金100％達成宜しくお願いします。
☆ 大島勝会員
梅雨が明けないですね。体に気をつけましょう。
☆ 小越朋樹会員
今日も雨ですね。早く梅雨明けしてほしい気持
ちです。本日もよろしくお願いします。
☆ 高橋洋一会員
雨ですね。でも、涼しいのですごしやすくていい
ですね。
ニコニコ本日

出席報告

¥19,000

例 会
例会場

ニコニコ累計

7月7日

¥61,800

ポリオ累計

7月14日

¥6,002

7月21日

出席

23

14

20

メークアップ

0

4

0

出席対象者

24

24

24

出席率

※

☆ 本多重康会員
久しぶりの寿会館での例会。中央ロータリーの
良き時代を思い出し活力をもらいました。
☆ 山中正智会員
先週、用事で休ませていただきました。本日も宜
しくお願い致します。
☆ 朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。
☆ 伊藤祐嗣会員
本日もよろしくお願い致します。
☆ 増田博会員
本日も宜しくお願い申し上げます。
☆ 宮内弘好会員
本日も宜しく。
☆ 市川英敏会員
北川賢一ガバナー補佐、中川悦宏ガバナー補
佐幹事、本日はありがとうございます。公式訪問
も宜しくお願い申し上げます。
☆ 坪田祐貴会長
北川ガバナー補佐、中川ガバナー補佐幹事、
本日は宜しくお願い致します。
☆ 小柳孝一幹事
入会７年目で初めて、リハーサルに参加しまし
た。8月4日当日は全員参加で成功させたいと思
います。

確定
当日出席正会員数
正会員数
木曜日

95.83%
＋

確定
75.00%
メーキャップ会員数

－ 出席免除会員数 ＋ 出席免除会員出席数

83.33%
× １００ ＝ 出席率
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