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第333回 例会記録本日の例会

会長挨拶 木村 真一郎 会長
先月の会員卓話ありがとうございます。
皆さん思いのほか色々と語っていただ
けて充実した感がありました。ご質問
も多くて、人や事象に興味を持つこと
は人生を明るくすることだと感じまし
た。しかし、これまたその人生という
のはどう転がって行くのか面白くもあ
り不安でもあります。私の会社事で恐

縮ですがインフルエンザの猛威の影響の他に、定年
退職者と諸事情による退職者が重なり、マンパワー
不足いわゆる人材不足状況になっています。皮肉な
ことにそんな時に市場は仕事に溢れていて、到底や
りきれないほどの注文要求が毎日来ます。分電盤メー
カーと照明器具メーカーは受注物件の対応に四苦八
苦しているのですが、我々製造側は開き直り、なる
ようにしかならないという返事を日々返しています。
本当に先の読めない時代ですが頑張りましょう！こ
の職業についての会員卓話の第二弾は2月21日に予定
していますので宜しくお願い致します。
今月は平和と紛争予防／紛争解決月間です。先日叔
父さん（父の弟）から久しぶりに電話が来たのです
が、東京空襲の時に多摩川に逃げた話をされていま
した。焼け死んだ無数の死体を跨いで、兄貴（私の
父）に手を引かれて火災から逃れたのだそうです。
また私の父からも目の前で先輩が焼夷弾で焼け死ん
だ光景が脳裏に残っているという話を聞いたことが
あります。今も世界のどこかで悲惨な戦いをしてい
る所があり、犠牲になられる方々がいると思うと苦
しくなります。
平和と言うとジョン・レノンのイマジンが思い浮か
ぶのですが、当クラブには八潮を音楽の街にしたい
という想いを抱く平良会員がいます。本日はその平
良会員が委員長をされている社会奉仕委員会タイム
となっております。次年度の補助金活用をテーマに
されるということなので、有意義な例会にして行き
たいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

2月 3月例会プログラム

2月21日 18:30 商工会館
司会:小林
設営:小柳

クラブフォーラム
会員卓話

2月28日 18:00 韻松亭
司会:槌田
設営:全会員

クラブ7周年記念家族例会
新入会員歓迎会

3月7日 18:30 商工会館
司会:小柳
設営:増田

クラブフォーラム
管理運営委員会タイム

3月16日 15:00 四季亭

第９グループＩＭ

クラブフォーラム

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

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

クラブフォーラム

会員増強維持委員会報告

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
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ニコニコ本日 \21,000 ニコニコ累計 \441,000 ポリオ累計 \35,622

出席報告 1月24日 1月31日 2月7日

出席 11 15 18

メークアップ 2 1 1

出席対象者 25 25 25

出席率 確定 52.00% 確定 64.00% 76.00%

☆清水しづよ会員
八潮みらいロータリークラブの皆様とのご
縁をいただき嬉しく思っております。
これからも宜しくお願い致します。
☆本多重康会員
ヤナさんが日本語検定４級に合格したと
の事、現在３級に挑戦しているそうです。
帰国までに日本語ペラペラかも
☆坪田祐貴会員
立春が過ぎ日に日に暖かくなって来た気
がします。
ようやく目覚めてきました。
☆大月正雄会員
◎食事？
◎この状態なら年会費を考えたら？
私だけですかね？
☆髙橋洋一会員
本日も宜しくお願いします。

☆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。
☆金杉光左生会員
本日も宜しくお願い致します。
☆小林利雄会員
小柳さんこんばんは～！！
本日も宜しくで～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
本日も宜しくお願いします。
☆小柳孝一会員
長期不登校の生徒が久しぶりに登校し
ようとする時の気持・決意がわかるような
気がします。
☆朴昞吾会員
本日も宜しくお願いします。

☆山中正智会員
寒暖の激しい季節
本日も宜しくお願い致します。
☆柴厚人会員
皆様お久しぶりです。
ヤナが居なくてさみしいです。
☆本間守会員
本日も宜しくお願い致します。
☆小越朋樹会員
暖かくなったり寒くなったり忙しい天候で
すね 週末は雪の予報が出ています。
体調に気をつけましょう
本日も宜しくお願い致します。
☆木村真一郎会長
本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
７周年です。
お祝いしましょう

ニコニコBOX

幹事報告 市川 英敏 幹事
1. 金杉第9グループガバナー補佐より、ＩＭ記念ポリオ撲滅チャリティゴルフの案内が来ております。

日時 4月1日 月曜日 8時スタート予定 場所 紫カントリークラブ すみれコース
登録費 1名 8,000円（うち1,000円はチャリティへ寄付）プレー費 18,000円

2. 同じく金杉第9グループガバナー補佐より、八潮ＲＣのメーキャップ企画のご案内です。八潮ＲＣより各
クラブへ訪問が基本でございます。参加希望の方は幹事までご連絡ください。
2月6日 水曜日 八潮イブニングＲＣ 2月7日 木曜日 草加シティＲＣ
2月12日 火曜日 草加松原ＲＣ 2月14日 木曜日 八潮みらいＲＣ

3. 同じく金杉第9グループガバナー補佐より、インターシティミーティングの案内が来ております。
日時 3月16日(土) 15時 受付 15時30分 第一部式典 17時 第二部発表会 18時30分 懇親会 20時終了予定
場所 四季亭 登録料 10,000円

4. 地区より、会長エレクト研修セミナー(PETS)の案内が来ております。高橋会長エレクトにお渡しします。
5. 地区より、決議審議会クラブ提案のお願いが来ております。

次回の理事会にて審議させて頂きますが、提案がございましたら、ご相談してください。
6. 地区より、第2回1000日会員の集いの案内が来ております。

当クラブでの対象者は、小越会員、柴会員、新美会員、清水会員の4名です。
詳細をお渡ししますのでご検討ください。

7. 地区より、昨年11月30日開催のＲＬＩパート２の修了証が来ております。
木村会長、山中会員のお二人にお渡しします。

8. 地区管理運営部門より、クラブ活性化動画のUSBが来ております。内容は『My Rotary登録方法のご案内』
と『ロータリークラブ・セントラルの活用のおすすめ』でございます。
時期を見て例会中にお流しさせていただきます。

9. 地区より、2020-2021年度派遣 ロータリー財団奨学生募集の案内が来ております。
各会員に案内をお渡ししますので候補者がおりましたら、お渡しください。

10. 地区より、2019-2020年度 地区役員の委嘱状が来ております。 おふたりにお渡しします。
11. ロータリー米山記念奨学会より、各会員へ申告用領収書が来ております。お持ち帰りください。
12. 次週2月14日例会に八潮RCよりメーキャップが参ります。お出迎え宜しくお願いいたします。
13. 2月28日例会はクラブ創立7周年記念家族例会と新会員歓迎会を開催いたします。

日時 2月28日 17時45分集合 18時点鐘 場所 上野 韻松亭 会費 会員10,000円 奥様8,000円
多数の参加お願いいたします。


