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本日の例会
やしお市民まつり
ミニＳＬ乗車会
看護師体験コーナー
7:00
9:00

集合
ミニＳＬ乗車会 開始
看護師体験コーナー 開始
パレード開始
ミニＳＬ乗車会 終了
看護師体験コーナー 終了
会員解散
反省会 忍家（任意参加）

10:20
16:00
16:45
18:30

2018-19年度 クラブテーマ

行動しよう、 知ってもらおう、
そして楽しみましょう
11月例会プログラム
11月1日

19:00

司会:小越

フェリーチェ３階 設営:大島

クラブフォーラム
ロータリー財団委員会タイム
11月10,11日

大宮ソニックシティ

地区大会 (11/8例会より振替)
11月15日

19:00

商工会館

司会:大島
設営:大月

外部卓話 卓話者未定
11月22日

19:00

商工会館

司会:増田
設営:柴

会長挨拶 木村 真一郎 会長
先週は八潮中央総合病院の松澤様に来
ていただき、市民まつりで初めての事
業となる看護師体験についてご説明を
頂きました。松澤様が以前に楽習館の
館長をされていた当時、今は県議員に
なられている宇田川様らと音楽イベン
トを企画して開催したことがあります。
各学校、事業所、店舗や町会などに協
力していただいて、学生から社会人を対象にした音
楽フェスティバルとなり、やしお生涯学習まちづく
り財団がなくなるまで数年続きました。その松澤様
からメールメッセージが届きましたのでご報告致し
ます。
＜おつかれさまです。市民まつりの「看護師体験コー
ナー」について、木村さんや石塚さんはじめロータ
リーの皆さんにいろいろとお手配いただき、準備が
整ってきました。病院のスタッフも充実した内容に
なるよう皆張り切っており、今日も参加するスタッ
フが打合せをしています。初めてのことですが、ぜ
ひ成功させたいと思います。本番はわれわれも楽し
みながら、子どもたちに貴重な体験をしていただけ
るようがんばります。当日の打ち上げも楽しみにし
ています。病院のスタッフが出られなくてすみませ
んが、私が代表して参加します。18：30に南口の忍
やですね。会費制で美味しいお酒を飲みましょう！
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。＞
事あるごとに坪田パスト会長は縁という言葉を口に
出されますが、私も今回は縁を感じています。人と
の付き合いを大切にしてほんとうに良かったと思い
ます。
また今週はお忙しい中を2770地区のポリオ撲滅チャ
リティーゴルフにご参加された皆さんありがとうご
ざいました。私はゴルフをプレイしないのですが、
人にはそれぞれ得意、不得意分野があります。お互
いに協力し合うことでクラブが活性化して行くのは
素晴らしいことだと感じております。
本日は市民まつりに向けての最終打合せとなります
ので、宜しくお願い致します。

クラブフォーラム
青少年奉仕部門委員会活動報告
例

会

例会場

木曜日

１９：００～２０：００

イタリアンレストラン

フェリーチェ３階

・八潮市商工会館

URL http://www.yashiomirai.jp/

幹事報告 市川 英敏 幹事
1.

ＲＩより、第2ゾーンＲＩ理事指名委員会は、2020-22年ＲＩ理事として
東京西ロータリークラブ会員の辰野克彦氏を指名したとの連絡が入っております。
資格要件を満たす対抗候補者が正規の手続きを経て、2018年12月1日までに推薦されない限り、
ラシンＲＩ会長は理事ノミニーとして宣言する事になります。
推薦希望がございましたら、幹事までご連絡ください。
第9グループより、第9グループ親睦ゴルフのご案内が来ております。
日時：11月13日 火曜日 集合、スタート時間は参加者が確定次第連絡あります。
場所：千代田カントリークラブ
参加費：1名 5,000円
応募締め切りは10月27日です。
10月25日例会は、10月28日市民まつりに例会変更です。
お間違えの無いよう宜しくお願い致します。
地区より、ロータリー・リーダーシップ研究会（ＲＬＩ）パート２の案内が来ております。
日時 2018年11月30日 金曜日
時間 受付 9：00
開会 9：30 終了 17：30予定
場所 大宮ソニックシティ
ご希望の方は幹事までご連絡ください。

2.

3.
4.

委員会報告

クラブフォーラム 市民まつり打合せ

☆青少年奉仕委員会
いかのおすしクリアファイルについて、
教育委員会から承認を得たので作成にうつります。
11月7日の校長会にて贈呈式を行い、
11月26日に八條北小の防犯自主訓練に
参加します。
☆公共イメージ部門委員会
クラブパンフレットを作成しましたので
お目通し下さい。
地区大会に展示される予定です。
☆米山記念奨学委員会
今月は米山月間ですので寄付をお願いします。

ニコニコBOX
☆小柳孝一会員
先日、関ヶ原は５２：４８でかろうじて勝利
明日、北海道、東北、冬の陣は非常に大事
☆小越朋樹会員
クラブパンフレットの第１版ができあがりました。
変更点などあればどしどしご意見ください。
本日もよろしくお願い致します。
☆山中正智会員
市民祭り、快晴で開催されますように
本日も宜しくお願い致します。
☆雨甲斐隆会員
最近ちょっと寒い日もあり、月日がたつのが早くて
あせりがちです。
☆木村真一郎会長
次週は市民まつりです。
気になるのは天気ですが、晴れることを願って
本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
次回２８日市民まつりでのミニＳＬ、看護体験など
皆様のお力をお借りしないとできません。
ご協力宜しくお願い致します。

☆大月正雄会員
地区ゴルフ大会セルフで参りました。
☆金杉光左生会員
本日も宜しくお願いします。
☆髙橋洋一会員
来週は市民まつりです。
みんなで協力して、成功させましょう。
晴れるといいですね
☆増田博会員
よろしく
☆石塚恭央会員
皆様こんばんは
本日も宜しくお願い致します。
☆平良嘉浩会員
本日も宜しくお願いします。
☆宮内弘好会員
本日も宜しくお願いします。
☆本間守会員
本日もよろ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。
ニコニコ本日

会

例会場

\273,000

ポリオ累計

\9,216

10月4日

10月11日

10月18日

出席

15

12

17

メークアップ

2

3

2

出席対象者

24

24

24

62.50%

79.17%

木曜日

－

70.84%

確定

当日出席正会員数
正会員数

例

ニコニコ累計

出席報告

出席率

※

\17,000

＋

出席免除会員数

確定

メークアップ会員数
＋

× 100 = 出席率

出席免除会員出席数
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