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第335回 例会記録本日の例会

会長挨拶 木村 真一郎 会長
先週は八潮ロータリークラブからIMに
絡めて9名がメーキャップに来られま
した。今回のIMテーマは「ロータリー
の明かりで地域を照らそう」というこ
とで、相手の目線になり本当に欲して
いる事に気付こうということなのだと
思います。色々と気になり行政（八潮

市）の方を少し調べてみましたら、継続的に障害の
有無に隔てられることのない共生社会というのを目
指していることが分かりました。平成30年から32年
までを計画期間とする第6次八潮市障がい者行動計画
第5期八潮市障がい福祉計画を策定しているところ

でした。そこには文化・スポーツの交流支援、人材
の活用、ボランティア・NPO活動支援の整備、公共交
通機関の充実、自動車運転の支援、防災機関との連
携など多岐に渡る計画があがっていました。しかし
何かと難しく考えると大変なので、私的にはロータ
リーはクラブ活動だという特色を生かして、ワイガ
ヤとした親睦活動の中から湧き出てくることを事業
にして行けば良いのではないかという気がしていま
す。
第一回目のRYLA研修が17日の日曜日にパレスホテル
大宮で開催されました。今回は弊社の従業員が一名
参加しておりますが、たいへん楽しい時間でしたと
報告がありました。当人は40歳なのでRYLAの年齢枠
から少しはみ出しておりますが、周囲の若い人達と
特に問題なく、初日から飲み会（二次会まで）に参
加して打ち解けて来たそうです。
さて、今日は会長として二度目の入会式の開催とな
ります。また二人目の女性会員ということになるの
で、今までちょっと肩身が狭かった会員増強セミナー
には気持ちよく参加することが出来そうです。ただ
し増強後に大事なことに現在の会員を維持して行く
ということがあります。それには魅力的なクラブで
あることが大切なのかもしれません。しかしそれに
ついては八潮みらいRCは魅力的な会員の皆さんばか
りだと思います。そんな魅力的な会員の皆さんの話
を本日の卓話ではたっぷりと聞くことが出来るので、
今日も楽しい例会になりそうです。

3,4月例会プログラム

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7周年記念家族例会

18:00 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
新会員名刺授与

第9グループガバナー補佐 金杉 豊 様
次年度会長幹事 名刺授与

木村真一郎 会長
次年度ガバナー補佐、補佐幹事名刺授与

第9グループガバナー補佐 金杉 豊 様
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

第2部 懇親会

開会挨拶 石塚恭央直前会長
乾杯 大月 正雄 副会長
会食

20:00 閉会挨拶 髙橋洋一会長ｴﾚｸﾄ



※ × 100 = 出席率
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ニコニコ本日 \16,000 ニコニコ累計 \474,000 ポリオ累計 \36,170

出席報告 2月7日 2月14日 2月21日

出席 18 16 17

メークアップ 1 0 1

出席対象者 25 25 26

出席率 確定 76.00% 確定 64.00% 69.24%

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です。

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
今日現在参加者4名です。

2. 第9グループ インターシティミーティングの案内です。
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

3. 第2回1000日会員の集いの案内です。
小越会員、柴会員、清水会員、金子会員の4名です。
宜しくお願い致します。

4. 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です。
再度、上野駅からの道案内を印刷しましたのでお持ち帰りください。
日時 2月28日 17時45分集合 18時点鐘
場所 上野 韻松亭
本日、例会終了後に臨時役員理事会を行いますので、役員理事の方はお残りください。

会員卓話

☆大月正雄会員
◎金子さん宜しく
◎先日2／19上野精養軒にて働き方改
革の勉強会を致しましたが、我々中小企
業にとっては非常にきびしいですね大手
企業目線ですね
☆大島勝会員
いそがしい時期で失礼しています。
申告が終わりしだい出席します
☆加藤修会員
金子様 入会おめでとうございます 楽し
いロータリーライフをお送りください
☆石塚恭央会員
皆様こんばんは！ 金子様ようこそ！
これから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
月1回出席めざして今日よりゴーです。
☆髙橋洋一会員
金子様、本日は入会おめでとうございま
す。これから、楽しくロータリー活動をし
ていきましょう。
☆本間守会員
風邪ぎみです。
みな様も気を付けましょう
☆朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。
☆金杉光左生会員
金子さん入会御目出とうございます
☆小越朋樹会員
金子様ご入会おめでとうございます。
ロータリーライフを楽しんで下さい。
本日もよろしくお願い致します。

☆小林利雄会員
みなさんこんばんは
金子浩美さん宜しく！！
☆山中正智会員
2月は（如月）でした。
訂正致します。
本日も宜しくお願い致します。
☆槌田幸洋会員
金子様ご入会おめでとうございます。
本日も宜しくお願いします。
☆木村真一郎会長
金子様
ご入会とても嬉しく思います。
これから宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
金子様これから宜しくお願い致します。
女性おふたりともよろしくお願い致します。

新入会員

金子 浩美 会員
㈱ゴールデンチャイルド

代表取締役大月 正雄 会員 朴 昞 吾 会員


