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ROTARY CLUB OFYASHIO MIRAI

第334回 例会記録本日の例会

会長挨拶 木村 真一郎 会長
今年度の新会員の目標数は3名。出来
れば女性会員を増やしたいという意向
があることをガバナー公式訪問の際に
報告させてもらいましたが、本日の会
員増強委員会報告会にて嬉しい報告が
聞けそうです。その返礼としてなので
しょうか、入会希望者をご紹介いただ

いたとある銀行さんとお取引された会員さんが数名
いるようですが、私もその一人となりそうです。
先週は社会奉仕委員会タイムということで、地区補
助金の使い道について皆さんと様々な話し合いが出
来ました。そして今日は八潮ロータリークラブ様か
ら多数の方々がメーキャップにいらしてますが、こ
れは3月16日に開催されるIM（インターシティ・ミー
ティング）に関係します。今回のIMは掘り起こし事
業に焦点をおいて「ロータリーの明かりで地域を照
らそう」というテーマにされたそうですが、当クラ
ブの地区補助金の活用にも関係するかもしれません。
そのようなことから本日は単なるメーキャップに留
まらずに、IMに関係する質疑応答の場として有意義
な時間に出来ればと考えております。次年度は当ク
ラブから第9グループのガバナー補佐が出ますので、
お互いのクラブ交流の良い機会にもなると思います
し、皆さんで忌憚のない意見交換の場にして第9グルー
プを盛り上げて行きましょう。本日も宜しくお願い
致します。

2月 3月例会プログラム

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

3月21日 休会

3月28日 18:30 商工会館
司会:増田
設営:宮内

クラブフォーラム
会員卓話

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

会員卓話

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

お客様
八潮ロータリークラブ
・岡本壽様 ・櫻井耕二様 ・瀬田秀樹様
・齋藤勝様 ・坂入義完様 ・飯泉良人様
・髙橋裕様 ・髙橋倫代様



※ × 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
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ニコニコ本日 \17,000 ニコニコ累計 \458,000 ポリオ累計 \35,981

出席報告 1月31日 2月7日 2月14日

出席 15 18 16

メークアップ 1 1 0

出席対象者 25 25 25

出席率 確定 64.00% 確定 76.00% 64.00%

ニコニコBOX

幹事報告 市川 英敏 幹事
1. 第8グループ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. 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 土曜日
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

3. 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、清水会員、もう1名の4名です。昨日申し込みました。

4. 地区より、2019-2020年度 地区役員の委嘱状が来ております。
増田会員にお渡しします。

5. 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。

6. 地区より、次年度の地区研修・協議会の案内が来ております。会長エレクトより、お渡しします。

委員会報告
※交換留学生カウンセラー

柴菖さんが7月12日に帰国予定となりました。 帰国後ヤナさんと韓国に旅行する予定とのこと
※青少年奉仕委員会

ヤナさんは3月に入ると学校が休みが多くなります。 観光等色々なところに行きたいとのこと
※公共イメージ委員会

クラブのHPをリニューアルしました。 是非ご覧下さい。
※親睦委員会
4月10日のゴルフコンペの会場を太平洋クラブ美野里コースと決定しました。

☆坪田祐貴会員
八潮ロータリーの皆様ようこそ
ごゆっくりして下さい。
☆髙橋洋一会員
今日はバレンタインデー。
米川さん、ありがとうございます。
本日もよろしくお願いします。
☆本多重康会員
友人の合格祝いに交換学生のヤナ
さんを誘っておいしい天ぷらをた
べました。とても楽しかったです。
ハッピーバレンタイン！
☆宮内弘好会員
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！
八潮RCの皆様、本日はありがとう
ございます。

☆加藤修会員
八潮RCの皆様 本日はメイキャッ
プありがとうございます。
☆本間守会員
本日は、バレンタインデーです。
チョコレート食べすぎました。
八潮RCの皆様 ようこそ お越し
いただきありがとうございます。
☆朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。
☆小越朋樹会員
八潮RCの皆様いらっしゃいませ
そろそろ花粉の季節ですね
なんとなく目がかゆい気がします。
本日もよろしくお願い致します。
☆山中正智会員
卯月の季節
本日も宜しくお願い致します。

☆柴厚人会員
八潮ロータリークラブの皆様
本日はありがとうございます。
☆槌田幸洋会員
八潮ロータリークラブの皆様 有
難うございます。
本日も宜しくお願い致します。
☆木村真一郎会長
またひとり、女性会員が増えそう
です。ニコニコ
八潮ロータリークラブの皆様いらっ
しゃいませ。
第9Gを盛り上げて行きましょう！
本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
バレンタインデーです。
米川さん、チョコレートありがと
うございます。


