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こんばんは。

本日は大変蒸し暑く、またお忙し

い中を第９Gガバナー補佐の金杉様

と会長幹事の皆様に足を運んでい

ただきまして、誠に有難うござい

ます。私はロータリアンになり５年が経ちまし

た。やっと地に足が着いて来た様に感じていま

す。まだまだ会長を担うには礼節やロータリア

ンの心得も知識も不足しています。ですが、だ

からこそ、せっかく頂いたこの機会に、行動し、

学び、楽しみたいと考えることにしました。ク

ラブテーマは「行動しよう、知ってもらおう、

そして楽しみましょう」です。今年度は初の交

換学生の受入れに始まり、市民まつりでは看護

師体験、市内小学校への防犯啓蒙活動と３つの

新たな事業活動を準備しています。これらにつ

いてはバリーラシン様の言葉にあるように、専

心努力する所存です。第９グループの方々と、

当クラブの会員の皆様と、そして何より相方の

市川幹事とのコミュニケーションをしっかりと

取りながら、実り豊かなクラブ活動をして行き

たいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致し

ます。

Be The Inspiration
(インスピレーションになろう!!)

例 会 木曜日 １９：００～２０：００

例会場 イタリアンレストラン フェリーチェ３階 URL http://yashiomirai.jp/

19:00 点鐘 木村真一郎会長

ロータリーソング『奉仕の理想』

お客様紹介 木村真一郎会長

会長挨拶 木村真一郎会長

幹事報告 市川英敏 幹事

委員会報告

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

本日の例会

クラブ協議会 委員長活動方針発表

ニコニコ報告 親睦活動委員会

出席報告 出 席委員会

20:00 点鐘 木村真一郎会長

7月、8月例会プログラム

7月19日 19:00 商工会館

ガバナー公式訪問リハーサル

7月26日 19:00 商工会館

クラブ協議会 委員長活動方針発表

8月2日 12:30 商工会館

ガバナー公式訪問

8月9日 19:00 フェリーチェ3階

クラブフォーラム
青少年交換事業について

8月16日 休 会



幹事報告 市川 英敏 幹事

例 会 木曜日 １９：００～２０：００

例会場 イタリアンレストラン フェリーチェ３階 URL http://yashiomirai.jp/

木村年度スタートにあたり、1年間会員皆様にお世話になりますので宜しくお願い申し上げます。
1、年度初めに当り、会費の納入を宜しくお願い申し上げます。
2、今月は地区セミナーが多数ございます。
ご出席の程、宜しくお願い致します。
☆7月7日 クラブ研修リーダーセミナーと管理運営部門セミナー
☆7月10日 事務局研修会
☆7月15日 青少年部門セミナー
☆7月16日 奉仕プロジェクト3部門合同セミナー
☆7月21日 公共イメージ、会員増強維持部門合同セミナー
☆7月22日 米山記念奨学部門セミナー
☆7月22日 第1回青少年交換受入関係者会議
☆7月28日 ロータリー財団部門セミナー
3、今年度、例会の半分以上を商工会館で行います。
後日、例会日、例会場の一覧を作成し配布致します。
それまで年度計画書にてご確認下さい。

お客様

ガバナー補佐

金杉 豊 様

ガバナー補佐幹事

飯泉 良人 様

八潮RC会長

岡本 壽 様

八潮RC幹事

桜井 耕二 様

八潮ERC 会長

中川 悦宏 様

八潮ERC 幹事

小倉 英行 様

草加松原ＲＣ 会長

森 勇一 様

草加松原ＲＣ 幹事

二階堂 祐司 様

草加CRC 会長

百瀬 皓 様

草加CRC 会長エレクト

斉藤 幸子 様

会長幹事引継式

※詳細は八潮みらいロータリー
クラブHPの活動記録(今年度)
をご覧下さい。
http://yashiomirai.jp/

誕生祝い

左から
小越朋樹会員(7月26日)
山中正智会員(7月18日)
木村真一郎会長
平良嘉浩会員(7月24日)
辻本昭夫会員(7月31日)

誕生日おめでとうございます。



第一例会 風景

例 会 木曜日 １９：００～２０：００

例会場 イタリアンレストラン フェリーチェ３階 URL http://yashiomirai.jp/

※詳細は八潮みらいロータリークラブ ホームページの
活動記録(今年度)をご覧下さい。

http://yashiomirai.jp/



ニコニコBOX

例 会 木曜日 １９：００～２０：００

例会場 イタリアンレストラン フェリーチェ３階 URL http://yashiomirai.jp/

※ × 100 = 出席率
当日出席正会員数 ＋ メークアップ会員数

正会員数 － 出席免除会員数 ＋ 出席免除会員出席数

ニコニコ本日 \36,000 ニコニコ累計 \36,000 ポリオ累計 \406

出席報告 7月5日 7月12日 7月19日

出席 22

メークアップ 0

出席対象者 24

出席率 91.67%

☆金杉豊ガバナー補佐(八潮RC)
木村会長、市川幹事、そして八潮みらいRCの皆様 初例会
おめでとうございます。 1年間お世話になります。

☆八潮RC会長岡持壽様、八潮RC幹事桜井耕三様
皆様こんにちは 本日は八潮みらいロータリーの新年度第
1例会の開催、クラブの皆様、木村会長、市川幹事様おめ
でとうございます。本年度宜しくお願い致します。

☆八潮ERC会長中川悦宏様
新年度第1例会おめでとうございます。同じ八潮の仲間と
して1年間どうぞ宜しくお願い致します。木村会長、市川
幹事お互い無理せず頑張りましょう。

☆草加松原RC会長森勇一様
木村会長、市川幹事、八潮みらいロータリークラブ新年度
第1例会おめでとうございます。これから、1年間何卒宜し
くお願いします。

☆草加松原RC幹事二階堂祐司様
木村会長、市川幹事、第1例会おめでとうございます。

☆草加CRC会長百瀬皓様、会長エレクト斉藤幸子様
本日はおせわになります。木村会長、市川幹事、初例会お
めでとうございます。一年間、共に楽しくやりましょう。

☆坪田祐貴会員
金杉ガバナー補佐はじめ、各クラブ会長幹事様当クラブ第
1例会ご出席ありがとうございます。おくつろぎ下さい。

☆雨甲斐隆会員
木村新会長、市川ベテラン幹事おめでとうございます。気
負らず楽しいクラブにしていただきたいと思います。

☆本間守会員
お客様、お越し頂きありがとうございます。木村会長、市
川幹事、1年間ガンバッテ下さい

☆大島勝会員
木村会長、市川幹事、おめでとうございます。一年間がん
ばって下さい。

☆金杉光左生会員
木村年度いよいよスタートですね。一年間長くて早いもの
です。準備は整っているとおもいますが、頑張って下さい。
6月21日～27日、国際大会に行っていました。

☆大月正雄会員
木村丸出航ヨーソロー 我々クルーもガンバリマス

☆小林利雄会員
出発・出航！！木村丸出航です。本年度宜しくお願いいた
します。

☆加藤修会員
お客様ようこそ 木村会長、市川幹事、一年間宜しくお願
い致します。

☆宮内弘好会員
木村会長、市川幹事、1年間宜しくお願い致します。

☆平良嘉浩会員
木村会長1年間宜しくお願いいたします。楽しい1年であり
ますように。

☆石塚恭央会員
皆様こんばんは。木村会長、とうとう始まってしまいまし
たね。一年間宜しくお願い致します。

☆髙橋洋一会員
木村会長、市川幹事 1年間よろしくお願いします。

☆小越朋樹会員
木村会長、市川幹事の年度がスタートです。1年間よろし
くお願いします。

☆山中正智会員
4年目に入りました。本年度も宜しくお願い致します。

☆槌田幸洋会員
木村会長、市川幹事、第1例会おめでとうございます。

☆朴昞吾会員
今年度もよろしくお願いします。

☆辻本昭夫会員
第1回例会なんとか出席できてよかったです。

☆小柳孝一会員
3ヶ月ぶりの参加ですが一時的な参加にならないよう努力
したいと思います。

☆本多重康会員
新年度例会 木村・市川年度の出発 1年間宜しくお願い
します。

☆柴厚人会員
新年度ですね ！よろしくお願いします。

☆木村真一郎会長
「行動しよう、知ってもらおう、そして楽しみましょう！」
一年間宜しくお願い致します。
Be The Inspiration

☆市川英敏幹事
木村年度宜しくご指導下さいます様お願い致します。

☺


