
来週は22回目を迎える中学生音楽フェスティ
バルです。音楽フェスと言えば、今年も吉
川で開催されたJAZZ NIGHTに行って来まし
た。吉川美南駅前のコンコース（特設会場）
で行われるのですが、6回目となる今回は
前年に比較して規模が大きくなっていまし
た。イオンが駅前に出来た影響があるのか
もしれません。中でも目を引いたのはオレ

ンジ色のポロシャツを着た吉川商工会青年部の方々です。
彼らの発案によるイベントなのですが、オレンジ色はとて
も目立つこともさることながら一生懸命な姿が印象的でし
た。会場案内に各種ビールの販売、ゴミの分別など積極的
に声掛けをしていました。また会場にはインスタ映えする
天使の羽を描いたコンパネ三枚程度の大きさの壁画が用意
されていました。壁画は私的にはやしお市民まつりで仕掛
けたかったことなので、先にやられた感がありましたが、
もうその時は既に酔いが回っていて、ラテンジャズのリズ
ムに身を委ねておりました。日中は市内3中学校の吹奏楽部
の演奏があったようです。
吉川JAZZ NIGHTで自分が感じたことは熱意は伝わるという
ことです。八潮市中学生音楽フェスティバルで生徒たちは
精一杯の演奏するはずです。ならば精一杯を発揮できる場
所を私たちで用意して行きましょう。ただ、今から心配な
ことがひとつあります、演壇に立ってする会長の挨拶です。
パスト会長の皆さんは緊張しませんでしたか？
本日のクラブフォーラムは音楽フェスティバルの最終打合
せとなります。朴委員長の熱意を受け取って皆で音楽フェ
スティバルに臨みましょう。
それからひとつご報告があります。後ほど国際奉仕委員会
から詳しいお話があると思いますが、春日部イブニングRC、
埼玉中央RC、久喜RCと当クラブの4クラブ共同国際奉仕事
業が行われます。事業内容はフィリピン マニラ市内の公立
小学校2校の水道設備浄化です。全体で約25万円の出資な
ので一クラブ辺り７万円程度になります。9月30日～10月3
日で視察（事前検証）ツアーがあるので増田会員が参加さ
れます。本日、出資金をご用意しましたので、途中で寄り
道することなく、間違いなく現地にお届けをお願致します。

国際ロータリー 第2770地区 第9グループ
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12:30 開会式

開会の言葉 実行委員長 朴 昞 吾

会長挨拶 会長 木村 真一郎

来賓挨拶 八潮市長 大山 忍

教育長の言葉 教育長 石黒 貢

12:45 演奏開始

14:40 閉会式

助成金授与 会長 木村 真一郎

参加団体代表挨拶 針谷 亜紀子

閉会の言葉 副会長 大月 正雄

15:00 閉会式終了

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

10月例会プログラム

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
米山記念奨学委員会タイム (役員理事会)

10月11日 19:00 商工会館
司会:宮内
設営:新美

クラブフォーラム
市民まつり打合せ

10月18日 19:00 商工会館
司会:新美
設営:小越

クラブフォーラム
市民まつり最終打ち合わせ

10月28日 7:00 メセナ駐車場
司会:平良
設営:全会員

やしお市民まつり

第22回
八潮市中学生音楽フェスティバル



※ × 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BOX
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ニコニコ本日 \18,000 ニコニコ累計 \226,000 ポリオ累計 \7,635

出席報告 9月6日 9月13日 9月20日

出席 19 18 16

メークアップ 1 0 1

出席対象者 24 24 24

出席率 確定 83.33% 確定 75.00% 70.83%

☆本間守会員
やっと涼しくなってきました。
ちょっとゴルフ ガンバります
☆山中正智会員
本日より彼岸入り
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。
☆小柳孝一会員
今日もよろしくお願いいたします。
☆増田博会員
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。
☆平良嘉浩会員
本日インスタグラムのセミナーを受けました。
良かったです。
☆本多重康会員
①今朝の新聞折り込みにヤナさんの市長訪問写真記事が
ロータリーのPR!
②日本経済はこれからどうなるでしょうか→皆さんから
元気をもらいに来ました。

☆金杉光左生会員
本日もよろしくお願いします。
☆雨甲斐隆会員
猛暑も忘れる様な気候になりほっとしています。
☆石塚恭央会長
皆様こんばんは 雨が多くてこまってます
☆髙橋洋一会員
小越副幹事さん本日もよろしくお願いします。
☆大島勝会員
暑かったり寒かったりして体の調子どうですか
☆大月正雄会員
9/22孫がドイツに出発、語学と人とのふれあいを
勉強してくるそうです。
☆木村真一郎会長
来週は22回目の中学生音楽フェスティバルです。
皆で成功させましょう♪
本日も宜しくお願い致します。
☆小越朋樹副幹事
前回の公共イメージ委員会タイムで活発な議論をして頂きあり
がとうございました。
クラブのパンフレット作りに役立てます。
来週は中学生音楽フェスティバルですね

幹事報告 小越 朋樹 副幹事
1. 地区より、2019-20年度地区役員推薦のお願いが来ております。

推薦にはクラブ役員理事会の承認が必要となります。
2. 地区より、My Rotaryの100％登録とロータリー賞へのチャレンジのお願いが来ております。
3. 地区より、職業奉仕セミナーの案内が再度来ております。

当クラブ例会日ですので当クラブは欠席となります。
4. 10月4日例会は地区米山奨学部門より、工藤地区委員とチョウホウさんという

米山奨学生の卓話になります。多数のご出席お願い致します。
5. 第9グループ金杉ガバナー補佐より、草加中央ロータリークラブの例会変更案内が来ております。
6. 次週27日例会は29日の八潮市中学生音楽フェスティバルに変更になります。

お間違えの無きようお願い致します。

委員会報告 国際奉仕支援
☆国際奉仕委員会

フィリピンへの国際奉仕事業で9月29日に増田会員が現地へ
出発します。4クラブの合同事業で当クラブ負担分を増田会
員へお渡しします。

☆青少年奉仕委員会
9月22日(土)にヤナと田中作次記念館へ訪問します。
9月23日(日)には音楽フェスティバル用の動画撮影を行います。

☆米山記念奨学委員会
来月4日の例会は外部卓話となりますので、
多数の出席を御願い致します。
卓話者は埼玉大学の張鵬さんです。

支援先 RI D3800 Marikina Uptown RC

支援内容
マリキーナ市内の公立小学校2校の水道設備浄化

支援クラブ：
・八潮みらいRC ・春日部イブニングRC
・久喜RC ・さいたま中央RC


