
先週の金曜日はRLIの卒後研修に山中
会員、小越会員、市川幹事の４名で参
加してきました。2770地区では卒後研
修の開催は二度目になるのだそうです。
通常の倍の90分が一つのセッション時
間でしたが、ほぼディスカッションリー
ダーとのやり取りなので、会議をして
いるような感覚で苦にはなりませんで

した。個人的には春日部でライヴハウスの経営をさ
れている方と知り合いになり、これもまたRLIの魅力
の一つだと思います。次年度に卒後研修があるか否
かは分かりませんが、RLIはロータリーの基本を学ぶ
には良い機会となるので、経験年数問わずに参加さ
れることをお勧めします。
また土曜日は移動例会ということで浅草三社祭の見
学に行きました。出席された方はお疲れ様でした。
ビューホテル周辺はそれ程多くの人は出ていません
でしたが、浅草寺へ近づくと宮出しが行われていて、
次から次へと神輿が担ぎ出されて人の波の中に取り
込まれそうになりました。越谷南ロータリークラブ
がホストをされている青少年交換学生のアレックス
さんが急遽参加してくれたのですが、神輿よりも石
塚会員オススメのベビーカステラをヤナさんとバク
バク食べていたのが印象的でした。
これで私の年度の主な計画事業は終わりとなります。
事故や怪我はなくホッとしています。あとはヤナさ
んを最後に送り出せれば任務は完了ということにな
ります。次年度に向けて少しづつ準備が進められて
いますが、会員卓話の中で仕事の話はもちろんとし
て、良ければロータリーへの想いなども併せて聞か
せて頂ければと思いますので、本日の例会も宜しく
お願い致します。

例 会 木曜日 １９：００～２０：００

例会場 イタリアンレストラン フェリーチェ３階 ・八潮市商工会館 URL http://www.yashiomirai.jp/

国際ロータリー 第2770地区 第9グループ
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第2770地区ガバナー 中川 高志(大宮ＲＣ)
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会長挨拶 木村 真一郎 会長

6月例会プログラム

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

6月20日 18:30 商工会館
司会:坪田
設営:辻本

クラブフォーラム
本年度委員会活動報告

6月27日 19:00 北千住 明日香

本年度最終例会
会長幹事慰労会

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

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

委員会報告
青少年奉仕委員会
・RYLAが無事に終了致しました。
・柴 菖さんが7月13日に帰国します。
出迎え可能な方は是非参加をお願いします。



例 会 木曜日 １９：００～２０：００

例会場 イタリアンレストラン フェリーチェ３階 ・八潮市商工会館 URL http://www.yashiomirai.jp/

ニコニコ本日 \21,000 ニコニコ累計 \629,000 ポリオ累計 \37,722

出席報告 5月9日 5月18日 5月23日

出席 12 8 18

メークアップ 3 1 1

出席対象者 26 26 26

出席率 確定 57.70% 確定 34.62% 73.08%

幹事報告 市川 英敏幹事
1. 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に12名の会員さんの参加がございます。

宜しくお願い致します。
2. 再度のご連絡です。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

3. 地区より、全グループ会長幹事会、地区ﾁｰﾑ大打上げ大会の案内が来ております。
日時：令和元年6月24日 17：00開会 場所：パレスホテル大宮

以降 次年度関係
1. 事務局研修会の案内です。 日時：7月12日 登録14：30 研修会15：00 懇親会16：00
2. 次年度セミナー登録料一括振込のお願いが来ております。49,000円は本日振込しました。
3. 地区より、「タスキでつなごう！ ROTARY END POLIO！」

プロジェクトの案内とTシャツ購入のお願いが来ております。
4. 地区青少年交換委員会より、第7回来日学生オリエンテーションの資料が来ております。
5. 地区より、米山記念奨学部門セミナーの案内が来ております。

日時：7月6日 13：00登録 13：30点鐘 16：30終鐘 場所：文教大学越谷キャンパス13201教室
6. 地区より、管理運営部門セミナーの案内が来ております。

日時：7月14日 13：00登録 13：30点鐘 場所：川口駅前市民ホール フレンディア4階
7. 地区より、青少年奉仕部門セミナーの案内が来ております。

日時：7月15日 12：30登録 13：30点鐘 16：30終鐘 場所：ラフレさいたま 3階 櫻ホール
8. 地区より、奉仕プロジェクト部門セミナーの案内が来ております。

日時：7月20日 12：30登録 13：00点鐘 16：50終鐘 場所：上尾市文化センター

ニコニコBOX
☆髙橋洋一会員
本日もよろしくお願いします。
会員卓話楽しみです。
☆大島勝会員
1週間前に屋久島にいたが
大雨でなく良かった
☆大月正雄会員
昨日、業界の総会で浅草ビューホテルでし
たフロントに神輿が置いてありましたので
良く見てきました総会ばかりであと3回あ
ります。6月7～8日が石川県であり、最後
です。
☆加藤修会員
本日も宜しくお願い致します。
☆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。
☆朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。

☆雨甲斐隆会員
会員卓話期待してます
三週続けて出席しました。
☆金杉光左生会員
5/12～二泊三日で京都に行ってきました。
一人旅それも車で、片道7時間かかりまし
た
良かった
☆本多重康会員
7月に菖さん帰国、8月1日にヤナさん帰国
時が経つのは早いですね
☆平良嘉浩会員
本日も宜しくお願いします。
☆本間守会員
本日もよろしくお願い致します。
☆清水しづよ会員
浅草三社祭はいかがでしたでしょうか？
☆柴厚人会員
久し振りに今日ヤナに会いました

☆宮内弘好会員
三社祭お疲れ様でした。
本日も宜しく
☆山中正智会員
本年度RLI研究会無事に終了しました。
本日も宜しくお願い致します。
☆小越朋樹会員
RLIお疲れ様でした。
暑くなってきましたね、体調に気を付けま
しょう
本日もよろしくお願い致します。
☆木村真一郎会長
夏日です。暑いです。
本日も熱いお話をありがとうございます。
宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
皆様お久しぶりです。
なんと、27日のIMゴルフに出ます。
同伴者の方々ごめんなさい
先にあやまっておきます。

会員卓話

柴厚人会員 石塚恭央会員 金杉光左生会員


