
皆さんはこの長い連休をどう過ごされ
たのでしょうか？
私は以前、連休中に会社に泥棒が入っ
たことがあり、2日に一度は会社の見
回りがてら鉢植えの水やりに来ていま
した。その間を縫うように四国松山か
ら帰省していたバンドのメンバーがい

たのでリハーサル（リハビリ）を行い、続編が気に
なっていた映画アベンジャーズのエンドゲームをま
さに平成の終わりに鑑賞しました。そして令和に入
り毎年この時期に開催される茨城県笠間の陶炎祭
（ひまつり）に行き、ウェスタンの乗馬クラブを見
学させてもらい、連休の締めにジャーキー・チェン
主演のフォーリナー（復讐者）という映画を鑑賞し
ました。ジャッキー・チェンは現在65歳となり、流
石に格闘シーンでは往年のスピードはなくなりまし
たが、まだまだ迫力は健在でした。コンピューター・
グラフィックス（CG）全盛時代に、肉体を使って演
じるところは役者根性を応援したくなりました。
さて令和の時代ですが、令和天皇は学年が一つ上と
いうことで親しみを感じます。これから明仁さまが
どのように象徴としての役割を果たされるかは期待
しています。天皇は象徴ではありますが、被災地へ
のご訪問などをニュースで見ていると、日本人の心
の中ではその存在は大きな支えになっているように
感じます。そして八潮みらいロータリークラブは木
村時代から高橋時代へと移ろうとしています。本日
はその次年度タイムとなっておりますので、高橋会
長エレクトのお考えを色々と聞かせていただいて、
皆さんで次年度のクラブ活動をより充実したものに
して行くための機会にしてもらえればと思いますの
で、宜しくお願い致します。
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浅草ビューホテル他

5,6月例会プログラム

5月23日 18:30 フェリーチェ３階
司会:朴
設営:柴

クラブフォーラム
会員卓話

5月30日 18:30 商工会館
司会:柴
設営:平良

クラブフォーラム
会員卓話

6月6日 18:30 商工会館
司会:平良
設営:髙橋

クラブフォーラム
次年度タイム

6月13日 18:30 商工会館
司会:髙橋
設営:坪田

クラブフォーラム
本年度委員会活動報告

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

11:30 集合

12:00 点鐘 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

食事

浅草三社祭見学



※ × 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 \12,000 ニコニコ累計 \608,000 ポリオ累計 \37,383

出席報告 4月18日 4月25日 5月9日

出席 18 12 12

メークアップ 0 3 3

出席対象者 26 26 26

出席率 確定 69.23% 確定 57.70% 57.70%

ニコニコBOX
☆髙橋洋一会員
休み明けは仕事がいそがしいです。
本日も宜しくお願いします。
☆宮内弘好会員
来週は三社祭参加のため移動例会休み
ます。
本日も宜しくお願いします。
☆大島勝会員
休みが長くて仕事がたまって大変
がんばります
☆本間守会員
令和が始まりました
いかがですか

☆金杉光左生会員
G.W.三宅島に友達のクルーザーで行っ
て来ましたが、1尾もつれず、2泊3日帰っ
てきました。
☆加藤修会員
10日の連休は長すぎです。
5日もあれば十分です。
☆平良嘉浩会員
本日も宜しくお願いします。
☆山中正智会員
皐月の季節、日の出、日の入りが長くな
りました。
本日も宜しくお願い致します。

☆柴厚人会員
ようやく暖かくなり嬉しいです。
☆清水しづよ会員
痛ましい交通事故が多発しています。
私も気を付けて運転しなければと自分に
言いきかせております。
☆木村真一郎会長
連休明けでボーとしていませんか？
来週は18日（土）移動例会で浅草三社
祭見学会です。
多くの参加をお願い致します。

1. 本日、行われております2019年規定審議会 結果報告会の資料が手に入りましたので、会長、会長エレ
クトを中心に吟味させていただきます。追って皆様にご報告致します。

2. 地区青少年奉仕部門より、第4回ＲＹＬＡ研修会、修了式のご案内が来ております。
日時 令和元年5月12日 受付 12：00 開会 13：00 閉会 16：00
場所 バイオランドホテル 2階会議室 さいたま市大宮区宮町1-35-2 048-648-0010
木村会長宜しくお願いします。

3. 再度のご案内です。5月17日にRLI卒後コースが開催されます。
当クラブから、木村会長、山中会員、小越会員、市川会員が出席になっておりますので
宜しくお願い致します。

4. 第9、10グループ ＩＭ記念ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペのご案内が来ております。
日時 令和元年5月27日 場所 千代田カントリークラブ
登録料 ６，０００円（うち１，０００円はチャリティ） 登録締め切りは5月18日でございます。
出欠を市川幹事まで宜しくお願い致します。

5. 中川ガバナーより、2018-19年度 年次報告書作成にあたり2018-19年度会長、幹事さんの躍動感のあるス
ナップ写真を送って欲しいとの要望がございましたので、当クラブは市民まつりでのパレードの写真を
送らせて頂きました。

6. 地区米山記念奨学部門より、米山学友会主催 親睦バス旅行のお誘いが来ております。
日時 2019年6月15日 集合7：15 出発7：30
集合場所 大宮ソニックシティビル 西側（ソニックとシーノの間）
行先 群馬県伊香保方面
登録料 ロータリアン １０，０００円 米山奨学生 ４，０００円（世話クラブ負担です）
参加希望の会員さんは市川幹事までご連絡ください。

7. 地区指名委員会より、2021-2022年度ガバナーとして、松本輝夫 会員（まつもと てるお / さいたま
中央ロータリークラブ）が全員一致で選出され、同氏を2021-2022年度ガバナーとして宣言したことを公
表したとの事です。

8. 地区青少年交換委員会より、第4回2018-2019年度来日学生、2019-2020年度派遣候補生の埼玉県知事表敬
訪問のお知らせが来ております。
日時：令和元年6月7日 金曜日
10：00浦和駅中央改札前集合 10：30 知事公館集合 11：00-11：30表敬訪問

9. 次週 5月16日例会は18日の移動例会になりますのでお間違えの無いようにしてください。
詳細は親睦活動委員会よりFAXさせて頂きましたが、出席が少なくなっておりますので、
再度ご出席頂きますよう、お願い申し上げます。

幹事報告 市川 英敏 幹事


