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第305回 例会記録

ROTARY CLUB OFYASHIO MIRAI

こんばんは。
第１例会は第９グループガバナー補佐、
補佐幹事、各クラブの会長幹事の方々
にご出席を頂き、緊張する中を会員の
皆様のご協力のおかげで無事にスター
トすることが出来ました。ありがとう
ございました。
今月からは管理運営部門を皮切りに各

種部門セミナーが始まっています。私も可能な限り
さんか出席しますが、各委員会の皆様もご参加を宜
しくお願い致します。
今年度は青少年交換学生の受け入れという大きな事
業を成功させるために予算調整をしています。その
ために例会場がフェリーチェと商工会館の２箇所に
なっています。不便をおかけすることもあるかと思
いますが、お間違いのない様にお願い致します。分
かりやすくするために月日ごとの例会場所案内を作
る予定でおります。
また会員全員の方にご活躍の場を提供できる様にと、
年度計画書には司会と設営に関しては個人名を入れ
させてもらっています。どうしてもご都合がつかな
い場合は代役を立てて下さい。助け合いながら誰も
が平等にクラブ活動を楽しんでいただけたらと思い
ます。
本日はクラブ協議会です。
RIテーマ：Be The Inspiration。
地区テーマ：全ては実りある奉仕のために。
そしてクラブテーマ：行動しよう、知ってもらおう、
そして楽しみましょう。これらをベースに各委員会
の皆様は今年一年の熱い想いを込めた計画を立てら
れたことと思います。各委員会の方針を発表してい
ただき、皆さんでワイガヤしながらテンションを上
げて行きましょう。今年一年を飽きることなく、や
りがいと実りのあるクラブ活動に。
クラブ協議会を始める前に、今年度の2770地区ガバ
ナー中川高志様よりビデオレターが配信されていま
す。3分程度の動画ですので、これを観てから協議会
に入りたいと思います。宜しくお願い致します。

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://www.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

ガバナー公式訪問リハーサル

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26日 19:00 商工会館
司会:本多
設営:本間

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
司会:髙橋
設営:全会員

ガバナー公式訪問

8月9日 19:00 フェリーチェ3階
司会:本間
設営:石塚

クラブフォーラム
青少年交換事業について (役員理事会)

8月16日 休 会

8月23日 19:00 フェリーチェ3階
司会:石塚
設営:金杉

クラブフォーラム
ジャンナ・クラグさん歓迎会

2018-19年度 地区テーマ

全ては実りある奉仕のために。



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://www.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 \17,000 ニコニコ累計 \53,000 ポリオ累計 \758

出席報告 7月5日 7月12日 7月19日

出席 22 15

メークアップ 0 2

出席対象者 24 24

出席率 確定 91.67% 70.8%

☆本多重康会員
元気が出るように日々カツ！をいれています。
☆雨甲斐隆会員
第1回目の例会大変良かったと思いました。
木村会長、今年度はよろしくお願いします。
☆大島勝会員
毎日暑いので体に気をつけよう
☆金杉光左生会員
水害、大変ですね 他人事ではありません。
☆小林利雄会員
本日も宜しくお願い致します。
☆宮内弘好会員
本日も宜しくお願いします。
☆平良嘉浩会員
昨日3組のコンペで1位でした。
☆本間守会員
熱くなりました。熱中症に注意しましょう

☆加藤修会員
本日も宜しくお願い致します。
☆増田博会員
よろしく！
☆山中正智会員
本年度の方針、楽しみです。
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。
☆木村真一郎会長
第1例会が無事に終わり、ホッとする間もなく、ガバナー公式訪
問です。
各委員会の皆さん、どうぞ宜しくお願い致します。
☆小越朋樹副幹事
皆様こんばんは 本日は幹事代理を務めさせて頂きます。
本日もよろしくお願いします。

幹事報告 小越 朋樹 副幹事

1.ロータリー米山記念奨学会より、2018-19年度上期普通寄付金のお願いが来ております。
当クラブは今月中に支払いを済ませます。

2.地区より、地区大会記念ゴルフ大会の案内及び登録申込書が来ております。
日時 平成30年10月15日 月曜日
場所 プレステージカントリークラブ 東・西コース
登録料 クラブ負担金 10,000円 個人 5,000円
プレー費 約12,000円 セルフ 約8,000円
参加希望者は幹事までご連絡下さい。

3.地区より、インターアクト年次大会に開催について。
日時 平成30年8月18日 土曜日
場所 川口総合文化センターリリア1Ｆ 展示ホール
登録料 ロータリアン 5,000円
登録 10時10分 開会 10時30分 講演会 11時30分 閉会 15時30分
参加希望者は幹事までご連絡下さい。

4.青少年交換事業の柴菖さん出発の件
当クラブから派遣する柴菖さんの出発日 8月12日JL043便(11時20分)にて出発 9時20分 羽田国際線ターミナル3Ｆ集合
お見送り参加者募集中です。幹事までご一報ください。

5.青少年交換事業のジャンナさん到着の件
当クラブに来るジャンナさんの到着日 8月17日スイス航空NH6752便(7時50分)にて成田空港に到着です。
お迎えして頂ける方を募集中です。幹事までご一報ください。

6.例会場の件
7月19日 食事18時30分 19時点鐘 商工会館2階
7月26日 食事18時30分 19時点鐘 商工会館2階
8月2日は公式訪問です。 別紙を用意しましたのでご確認下さい。
会場は八潮市商工会の会館2階になります。

クラブ協議会 委員長活動方針発表

・管理運営部門
・プロブラム委員会
・親睦活動委員会
・出席委員会

・ロータリー情報委員会
・クラブ活性化委員会

・公共イメージ部門
・会員増強維持部門

・奉仕プロジェクト部門
・社会奉仕委員会
・職業奉仕委員会
・国際奉仕委員会


