
9,10月例会プログラム

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

10月4日 19:00 フェリーチェ３階
司会:増田
設営:宮内

クラブフォーラム
市民まつり打合せ

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 ・八潮市商工会館 URL http://www.yashiomirai.jp/

国際ロータリー 第2770地区 第9グループ

国際ロータリー会長 バリー・ラシン (East Nassau RC 第7020地区)

第2770地区ガバナー 中川 高志(大宮ＲＣ)

第9グループガバナー補佐 金杉 豊(八潮ＲＣ)

会長 木村 真一郎 副会長 大月 正雄
幹事・会計 市川 英敏 ＳＡＡ 坪田 裕貴

クラブ事務所 〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1113-3
正和工業(株)内 TEL 048-995-1935 FAX 048-995-1937
E-mail secretary@mirai.yc-rotary.com
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No. 9 2018年9月6日(木) 第312回例会

クラブフォーラム 会長挨拶 木村 真一郎 会長

第311回 例会記録

ROTARY CLUB OFYASHIO MIRAI

Guten Abend
こんばんは。 ヤナさん。
来日していきなり純日本邸のお寺さんに連
れて行かれて驚いたことと思います。
ヤナさんのお母さんが北イタリアに別荘を
買ったというので、スイスはヨーロッパの
どの辺りだろうとグーグルマップで調べて
みました。フランス、ドイツ、オーストリ

ア、イタリアに囲まれていて、どの国へも地続きで行けて
しまうことが分かりました。これは埼玉県が東京都、千葉
県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県とつながっているよ
うな感じなのかと想像していたら、私も那須辺りに別荘が
欲しくなりました。
スイスの人口は840万人。内200万人が外国人。日本の人口
は1億2600万人。外国人数は240万人。スイスの面積は九州
とほぼ同じ。参考までに九州7県の総人口は1300万人。
皆さんが良く知っているスイス料理はチーズフォンデュだ
と思うのですが、ヤナさんはそのチーズが苦手だそうです。
そしてスイスのスポーツといえばアルペンスキーを思い浮
かべますが、そのスキーも苦手らしいです。とはいうもの
のうちの嫁も秋田出身ですがスキーはからっきしNGなので、
そんなこともあるでしょう。好きなことは読書だそうです、
その他のことは歓迎会で話しをしてみてください。
私からのヤナさんへの要望は二つ。一つは月に一度は例会
に出席して下さいということ。来てくれないとお小遣いが
渡せませんので。もう一つは当クラブの事業には是非参加
して下さい。主な事業としては中学生音楽フェスティバル、
市民まつり、小学生の防犯啓蒙活動。そしてクリスマス家
族例会と浅草の三社祭見学会を計画しています。
ヤナさんにとってこの一年は実りある豊かなものになると
思います。今日は当クラブのメンバーとの交流を楽しんで
ください。また会員の皆さんにお願いがあります。今宵は
ノンアルコールで正しい日本語を使いましょう。
Danke schon.

19:00 点鐘 木村真一郎会長
国歌斉唱
ロータリーソング『奉仕の理想』
ロータリーの目的
四つのテスト
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

クラブフォーラム 音楽フェスティバル打合せ

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



ニコニコBOX

※ × 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

☆柴厚人会員
家族でお邪魔してしまいました。 宜しくお願いします。
☆雨甲斐隆会員
よろしくおねがいします。
☆山中正智会員

残暑の残り惜しい葉月の最終日
本日も宜しくお願い致します。
☆小越朋樹会員
ヤナさんいらっしゃいませ 日本には慣れましたか？
まだまだ暑い日が続きますが、体調に気を付けましょう
☆朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。

☆坪田祐貴会員
ヤナ様 八潮みらいクラブへようこそ
日本の暑さ大変でしょう もう少しすれば涼しくなりますから
☆増田博会員
よろしくお願いします。
☆小林利雄会員
Welcome Janna!!

Thanks for coming
Toshio
☆加藤修会員
ヤナ・クラグさんようこそ 一年間日本の生活を満喫して下さい。

☆金杉光左生会員
いらっしゃいませ ヤナ
グーテン アーベンドゥ 一年間宜しく
☆平良嘉浩会員
ヤナさんいらっしゃいませ。 日本を楽しんで下さい。

☆本間守会員
ヤナさん１年間楽しくお過ごし下さい。
☆大島勝会員
本日も暑くなりました。 体に気を付けましょう
☆宮内弘好会員
ヤナ・クラグさん ようこそ！！ 日本を楽しんで下さい。
☆本多重康会員

ヤナさんの歓迎会 ローテックスのクレバヤシさん
ホストファミリー柴さんを迎えて・・・
☆大月正雄会員
ヤナ・クラグさんようこそ 日本を堪能して下さい。
☆木村真一郎会長
Halloヤナさん
月に一度は例会に出席して下さい。

そして一年間八潮を日本を楽しんで下さい。
本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
ヤナさん 日本へようこそいらっしゃいませ
日本を八潮みらいRCを楽しんで下さい。

幹事報告 市川 英敏 幹事

1. 地区青少年交換委員会より、8月22日、23日に行われました来日学生特別合宿の資料が
送られてきました。 クラブ青少年委員会にて精査致します。

2. 地区会員増強維持部門より、第1回1000日会員の集いの案内が再度参っております。
9月22日 土曜日 受付17時30分 点鐘18時 終了20時
場所はパレスホテル大宮4階ローズルームです。
当クラブ該当者は小越会員、柴会員、新美会員です。
宜しくお願い致します。

3. 地区青少年交換委員会より、アクトの被清掃活動及びブレックファースト交流会の案内が来ております。
9月9日 7時20分受付 7時30分ブレックファースト交流会9時30清掃活動 11時30終了
開催場所場所 大宮パレスホテル2階エントランス集合

ヤナ・クラグさん歓迎会

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 ・八潮市商工会館 URL http://www.yashiomirai.jp/

ニコニコ本日 \25,000 ニコニコ累計 \171,000 ポリオ累計 \5,259

出席報告 8月9日 8月23日 8月30日

出席 18 14 18

メークアップ 1 1 0

出席対象者 24 24 24

出席率 確定 79.16% 確定 62.50% 75.00%

※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://www.yashiomirai.jp/


