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2017年11月11日、12日

第 274 回例会

本日の例会

第273回例会記録

地区大会

会長挨拶 石塚 恭央 会長

11月１１日（土） 浦和ロイヤルパインズ
12:30 登録
13:00 点鐘
16:20 終鐘
17:57 RI会長代理歓迎晩餐会
11月12日（日） さいたま市文化センター
11:30 登録
12:18 RI会長代理入場
12:20 点鐘
16:45 記念講演
18:27 終鐘
18:40 大懇親会開宴
19:50 閉宴

11月、12月 例会プログラム
11月16日 19:00

フェリーチェ３階

皆様こんばんは。先日は市民まつりが中
止となってしまい本当に残念でした。市民
まつり実行委員会の安全を考慮した結
果、止む無く中止とさせて頂く事になった
との事でした。市民まつりに向けて色々と
段取りをしてきましたが、こればかりはどうしようも無い
事だと思います山中部門委員長、小柳社会奉仕委員
長を筆頭に市民まつりに向けてご協力いただき、会員
の皆様本当にありがとうございました。そして、本日の
例会は財団委員会タイムでの卓話です。地区からお
越し頂きましたロータリー財団部門委員長でございま
す松村様どうぞ宜しくお願い致します。
先日の例会で行いました米山奨学委員会タイムで
は、米山奨学の内容も良く理解していないのに寄付
できないので、奨学生を一回呼んで話を聞いてみよ
う、とありました。今日は財団の話を聞いて皆さんに良
く理解をして頂き是非、財団寄付をみんなでしていけ
ればと思います。本日の例会も限られた時間ではござ
いますが宜しくお願いします。
またクリスマス家族例会の準備を踏まえて、親睦委員
会の家族集会を行いました。楽しい懇親会にしたいと
思いますので、皆様のご協力をお願いします。

外部卓話 金杉地区米山部門委員長、米山奨学生

11月23日

クラブ定款 第6条（Ｃ）により休会

11月30日 19:00

フェリーチェ３階

クラブ協議会 次年度役員発表

12月7日

19:00

フェリーチェ３階

幹事報告 高橋 洋一 幹事
1. 地区大会のご案内
11月11日（土）第1日目
浦和ﾛｲﾔﾙﾊﾟｲﾝｽﾞﾎﾃﾙ 12：30登録 13：00点鐘
11月12日（日）第2日目
さいたま市文化センター11：30登録 12：20点鐘
ウェルカムイベントの11：50までに着席完了

外部卓話 北村由紀 様 （日本ﾎﾒｵﾊﾟｼｰｾﾝﾀｰ埼玉東川口ｾﾝﾀｰ長）

12月14日 19:00

フェリーチェ３階

クラブ年次総会 会長ノミニー発表
例 会
例会場

木曜日

2. 地区ローターアクト年次大会のご案内
平成30年1月27日（土） 市民会館うらわにて
12：00登録受付 13：00～点鐘
参加費 7000円
申し込み期日11/30まで

１９：００～２０：００

イタリアンレストラン フェリーチェ３階

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

委員会報告
親睦活動委員会
クリスマス家族例会 １２月１６日（土） オリエンタルホテル東京ベイ
17:00 八潮駅集合（大型バスを用意） 18:00 登録 18：30 点鐘

外部卓話 地区R財団部門委員長 松村 繁 様 （浦和東RC）

ロータリー財団について大変分かりやすくご説明をいただきました。 ※ 詳細は八潮みらいRC HPに公開中

ニコニコBOX
☆ 松村茂様（浦和東RC）
本日卓話をさせて頂きます松村です。よろしく
お願い致します。
☆ 坪田祐貴会員
ひさしぶりの例会です。本日は松村様、楽しみ
に参加しました。
☆ 加藤修会員
本日も宜しくお願い致します。
☆ 金杉光左生 会員
松村部門委員長様、卓話ありがとうございます。
遠い所までおいで下さいまして恐縮いたしてお
ります。
☆ 雨甲斐隆会員
松村繁様、お忙しい中卓話有がとうございま
す。
☆ 本間守会員
松村様、本日はありがとうございます。よろしく
お願い致します。
☆ 平良嘉浩会員
本日卓話ありがとうございます。
☆ 増田博会員
本日も宜しく。
☆ 木村真一郎会員
今日は財団の勉強をしっかりしたいと思います。
松村様宜しくお願い致します。
ニコニコ本日

¥19,000

出席報告

例 会
例会場

ニコニコ累計

10月19日

¥329,000

ポリオ累計

¥19,260

10月22日

11月02日

出席

13

24

16

メークアップ

1

0

0

出席対象者

24

24

24

出席率

※

☆ 宮内弘好会員
R財団部門委員長松村様、卓話宜しくお願いします。
☆ 小林利雄会員
皆さんこんばんは、松村様、卓話楽しみにしてまし
た。ありがとうございました。
☆ 市川英敏会員
地区ロータリー財団部門部門委員長松村繁様、
卓話宜しくお願い申し上げます。
☆ 小柳孝一会員
松村様の卓話をお聞きできるので、仕事を途中で
やめて参加しました。
☆ 小越朋樹会員
松村様いらっしゃいませ、卓話楽しみにしておりまし
た。市民祭り、台風での中止残念でした。
RLI卒業しました。本日も宜しくお願いします。
☆ 山中正智会員
秋の長雨、市民祭り雨天中止残念でした。
本日も宜しくお願い致します。
☆ 石塚恭央会長
皆様こんばんは！松村様、本日は宜しくお願い致し
ます。
☆ 髙橋洋一幹事
松村様、本日は卓話よろしくお願いします。

確定
当日出席正会員数

58.33%
確定 100.00%
＋
メーキャップ会員数

正会員数 － 出席免除会員数 ＋ 出席免除会員出席数
木曜日

66.67%
× １００ ＝ 出席率

１９：００～２０：００
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