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第 255 回例会

本日の例会

第254回例会記録

草加松原ロータリークラブ
五周年記念式典

会長挨拶 坪田祐貴 会長

6月24日
（22日より
振替）

草加松原ＲＣ
創立5周年記念式典
場所：浅草ビューホテル
時間： 17：30登録 18：00点鐘

６月 例会プログラム
6月29日

今年度最終例会
会長幹事慰労会
場所：上野 亀屋 一睡亭
時間：18：30点鐘

こんばんは。
本日の例会を含めて残り３回となりまし
た。フェリーチェでの例会は今日が最
後です。
１年間ありがとうございました。
先週は米山梅吉記念館での移動例会でした。北川
ガバナー補佐、八潮イブニングロータリークラブ小林
洋一様にもご参加いただき、大変勉強になりました。
設定をされました小林財団部門委員長、山中米山
記念奨学委員長に感謝申し上げます。
米山梅吉記念館で質問されたことを３つ申し上げま
す。
１つ目は、米山梅吉は静岡の生まれかどうかです。
生まれは江戸、芝、田村町、現在の港区新橋で、大
和国高取藩の江戸屋敷で生まれました。１２歳の時
に長泉村の米山家の養子になったのです。
２つ目は、米山梅吉は日本で最初のロータリアンか
どうかです。
最初のロータリアンは福島喜三次という方です。福
島喜三次がアメリカダラスの三井物産の支店長の時
に、アメリカのロータリアンになりました。同じ三井物
産の時、アメリカのロータリークラブにゲストとして招
かれロータリーを知り、１９２０年東京ロータリークラブ
を創立し、米山梅吉は会長、福島喜三次は幹事でし
た。
３つ目は、米山奨学金制度は米山梅吉が始めたもの
かです。
昭和２８年、東京ロータリークラブで、
米山梅吉の私財を投じての活動を祈念して始められ
た事業です。
日本のロータリークラブと信託業の創始者、企業人、
財界人としてでなく、奉仕の人、日本にもこんな偉大
な人がいたんだと改めて知らされました。
本日は、各委員長の１年間の報告です。石塚年度に
繋げる意味でも、大切にお聞きしたいと思います。

八潮みらいロータリークラブ合併認証状
例 会
例会場

木曜日
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幹事報告

委員会報告

1、6/24 草加松原ＲＣ五周年宜しくお願いします。
2、6/29会長幹事慰労会 楽しみです。

☆ 米山記念奨学委員会
米山梅吉記念館見学例会ありがとうございました。

本年度委員会報告
☆ 管理運営（加藤会員）
今年は会長幹事がしっかりしていたので何もやりません
でした。
☆ 親睦活動（高橋会員）
今年度は親睦が少なかったかなと思います。
☆ 出席（本間会員）
全般に良かったです。次年度も宜しく。
☆ クラブ活性化（市川会員）
今年度はR.L.I 参加のみでした。次年度はクラブの為に
宜しくお願いします。
☆ 広報（金杉会員）
今年度は地区とロータリーの友に色々発信しました。
☆ 会員増強（本間会員）
会員は増やす事ができませんでしたが、減りませんでし
た。
☆ 社会奉仕（市川会員）
市民まつりでのミニＳＬ、中学生音楽フェスティバル、ご
協力ありがとうございました。

☆ 職業奉仕（大島会員）
自分自身を磨いて自分の商売を最高レベルまで磨く。これ
が職業奉仕です。
☆ 国際奉仕（宮内会員）
今年は不完全でした。来年の増田さんに託します。
☆ 青少年（木村会員）
委員会が充実しませんでした。申し訳ありません。
☆ Ｒ財団（小林会員）
Ｒ財団100周年でした。色々とご協力ありがとうございまし
た。
☆ 米山（山中会員）
米山記念奨学生の卓話設定に苦労しました。
☆ ＳＡＡ（雨甲斐会員）
優秀なクラブなので何もする事が有りませんでした。
☆ 会計（平良会員）
今の感じでは結構お金が余ったように思います。
☆ 監査（小池会員）
監査はこれからです。宜しくお願いします。

ニコニコＢＯＸ
☆ 加藤修会員
坪田年度フェリーチェでの例会は今日で最終回です
ね。ご苦労様でした。そして、ありがとうございました。
☆ 宮内弘好会員
坪田会長、小柳幹事、1年間ありがとうございました。
☆ 雨甲斐隆会員
会長、幹事さん、1年間御苦労様です。次年度の石塚年
度たのしみにしています。
☆ 小池史郎会員
今年度もフェリーチェの例会最後となりました。1年間お
世話になりました。
☆ 市川英敏会員
今年度、例会場での最後の例会です。出席が多くて良
かったですね。次年度も同じように盛り立てて行きましょ
う。
☆ 山中正智会員
米山梅吉記念館の見学会にご協力、ありがとうございま
した。本日も宜しくお願い致します。
☆ 平良嘉浩会員
米山旅行、楽しかったです。山中さん、小林さん、お疲
れ様でした。
☆ 小越朋樹会員
先週の移動例会、お疲れ様でした。本日もよろしくお願
いします。
ニコニコ本日

出席報告

¥19,000

例 会
例会場

ニコニコ累計

6月1日

¥662,800

6月8日

ポリオ累計

¥37,393

6月15日

出席

17

12

19

メークアップ

0

0

0

出席対象者

24

24

24

出席率

※

☆ 金杉光左生会員
米山記念館、いかがでしたか。仕事の関係で行かれず、申
し訳ありません。
☆ 高橋洋一会員
今日は暑かったですね。体の調子をくずさないように気を
付けましょう。
☆ 大島勝会員
久しぶりに来ました。宜しく。
☆ 本間守会員
今週始めにカゼを引いてしまいました。皆様、気を付けて
下さい。
☆ 増田博会員
本日も宜しく。
☆ 小林利雄会員
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。
☆ 坪田祐貴会長
フェリーチェ2016-2017年度最後の例会です。1年間、あり
がとうございました。
☆ 小柳孝一幹事
今度の最終例会がロータリー生活最大の楽しみです。よろ
しくお願い申し上げます。

確定
当日出席正会員数
正会員数
木曜日

70.83%
＋

確定
50.00%
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

79.17%
× １００ ＝ 出席率
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