
迎え火と送り火のお盆を挟む日程で、12日
は柴菖さんを羽田で見送り、17日は成田で
ヤナクラグさんを出迎えて来ました。出発
も到着もそれぞれの想いを乗せての一歩の
始まりを感じます。これから彼女たちは様々
な刺激を受けながら日々を送るのでしょう
が、我々にも良い機会となって行きそうで
す。ヤナさんについては27日に八潮市長と

教育長へ表敬訪問の予定です。
さて、今月は会員増強維持月間です。今年度の中川ガバナー
は地区の会員数目標を2770名としています。5月末時点で26
59名の会員数ですから約110名の増員をするということです。
8月に配信されたガバナーチャンネルではクラブが楽しくな
ければ人は増えないと語られていました。私もその通りだ
と思いクラブのテーマに「楽しみましょう！」という想い
を込めています。
５年前に入会したロータリークラブですが、振り返るとこ
こ数年の間にRIの考え方が変化してきています。例会の数、
Web例会、入会資格の柔軟化などクラブ運営に関して大幅に
見直されました。これらは会員数を増やすための方策と思
います。また地区の方では9月22日に1000日会員の集いを開
催します。これも新しい試みということで地区の会員増強
は燃えているようです。
公式訪問の際にガバナーはクラブ会員数が30名になると委
員会活動が充実すると話されていました。確かにそれは理
想な会員数だとは思いますが、まずは今現存している会員
数を維持することがとても重要と考えています。今年の目
標は純増3名ですが、希望としては女性に入会して欲しいと
思っています。
本日は会員増強維持部門が中心のクラブフォーラムです。
浅草で美味しいそばを食べながら家庭集会を行ったことで、
当クラブの会員増強維持委員も燃えているはずです。楽し
い例会になると思います。
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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

ヤナ・クラグさん歓迎会

ニコニコ報告 親睦活動委員会

出席報告 出 席委員会

点鐘 木村真一郎会長

9月例会プログラム

9月6日 19:00 フェリーチェ3階
司会:加藤
設営:小林

クラブフォーラム
音楽フェスティバル打ち合わせ

9月13日 19:00 商工会館
司会:小林
設営:小柳

クラブフォーラム
公共イメージ部門委員会タイム (役員理事会)

9月20日 19:00 商工会館
司会:小柳
設営:増田

クラブフォーラム
音楽フェスティバル打合せ

9月29日 8:30 八潮メセナ
司会:朴
設営:全会員

八潮市中学生音楽フェスティバル

お客様

八潮イブニングＲＣ
太田 周蔵 様
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※ × 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 \16,000 ニコニコ累計 \146,000 ポリオ累計 \3,663

出席報告 8月2日 8月9日 8月23日

出席 18 18 14

メークアップ 1 1 1

出席対象者 24 24 24

出席率 確定 79.16% 確定 79.16% 62.50%

☆坪田祐貴会員
西日本台風直撃大変です。

日本海側は40度近い気温です。
早く正常の日本に戻ってもらいたいです。
☆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。
☆本多重康会員
来日学生ヤナさんの歓迎会来週楽しみです。
☆髙橋洋一会員

会員増強しましょう。 本日もよろしくお願いします。
☆加藤修会員
まだまだ熱いですね 本日も宜しくお願い致します。
☆山中正智会員
お盆の期間中、鴻巣運転免許センターで更新して来ました。
本日も宜しくお願い致します。
☆小柳孝一会員

太田さんようこそおいで下さいました。
メイキャップにいずれお伺い致します。

☆本間守会員
まだまだ熱い日が続きます。 気を付けて下さい。

☆朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。
☆小越朋樹会員
台風が近づいていますね。 被害がなければ良いのですが・・・
本日も宜しくお願い致します。
☆宮内弘好会員
暑い日が続きます。 本日も宜しくお願いします。

☆平良嘉浩会員
太田さんいらっしゃいませ。
いつも楽しそうで元気が出ます。
☆木村真一郎会長
ポロシャツは赤！ 女性会員をぜひ！
本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事

今日も暑かった！！ まだまだ続きそうですネ
皆様、身体をご自愛くださいませ。

幹事報告 市川 英敏 幹事

市長表敬訪問 教育長表敬訪問

1. 8月17日 今年度青少年交換留学生のヤナさんがスイスより日本へ到着しました。
そのまま八潮市役所にて住民登録、年金手続きを行いました。
次週30日に歓迎会をフェリーチェにて開催致します。
青少年の歓迎になりますので、お酒は出しませんがたくさんの会員さんの参加宜しくお願い致します。

2. 地区より、アクトの日、清掃活動及びブレックファースト交流会のご案内が来ております。
日時 9月9日日曜日 7：20登録受付 7：30ブレックファースト交流会 9：30清掃活動 11：30終了予定
場所 ①ブレックファースト 大宮パレスホテル2階エントランス集合 ②清掃活動 大宮駅改札前 豆の木集合

3. 地区より、地区補助金送金の連絡があり、着金を確認いたしました。
4. 地区より、職業奉仕部門セミナーのご案内が来ております。

日時 10月4日木曜日 16：30登録 17：00点鐘 場所 パレスホテル大宮
5. 地区より、2017-2018年度最終のガバナー月信が来ております。 1部ずつお持ちください。
6. 地区より、「ポリオ撲滅カウントダウンチャリティーコンサート」

チケット購入、販売のお願いが来ております。
日時 11月29日 場所 さいたま芸術劇場 チケット料 1枚3000円
詳細は後程お伝えいたします。

7. 地区より、ＲＹＬＡ研修セミナー募集が来ております。
募集期間は2018年12月末日までになっております。
希望者は幹事までご連絡下さい。
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