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皆様、こんばんは。
本日は大変お忙しい中を、第９Ｇガバ
ナー補佐の市川様をはじめ、各クラブ
会長・幹事の皆様にはご臨席を賜りま
して誠にありがとうございます。
私は、この7月から来年の6月30日まで
会長を務めさせていただきます、高橋
です。どうぞ宜しくお願い致します。
今日、8回目の新年度の第一例会を迎えるにあたり、ふと、
考えたことがあります。クラブを設立した当時の情熱は今
も続いているのか、当時思い描いたクラブになっているの
か、ただ、時間の流れに身を任せて同じことの繰り返しに
なってないかと。私自身、思い当る節があり悩みました。
そこで、一つ提案します。クラブ創立10周年に向けて目標
を設定し、皆で共有し活動をしていきましょう。10周年記
念を迎えるための礎となる年度です。 ロータリー歴の長
いベテラン会員さんには、もう一度奮起してクラブを盛り
立てて頂き、年齢が若い、ロータリー歴の浅い会員さんは
積極的にクラブの運営に携わっていきましょう。その為に
は、何をするのかが重要です。
今年度のクラブテーマは『ロータリーの「輪・和・環」』
三つの（わ）をもって、クラブの活性化、人材の育成を
図る と致します。
三つの（わ）とは、それぞれが会員増強・親睦活動・奉仕
活動を意味します。それぞれの活動は一つの（わ）ではあ
りますが、決して単独の（わ）ではありません。三つの
（わ）はお互いを支え合い、そしてつながっているのです。
今年度の国際ロータリーのテーマは「ロータリーは世界を
つなぐ」です。国際ロータリー会長のマローニー氏は、
「ロータリーの奉仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々
が手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いてま
いりましょう。」と言っています。
私たちのクラブで、国際ロータリーのように世界をつなぐ
ことは容易ではありませんが、私たちのクラブでできるこ
とをしていきましょう。
三つの（わ）の活動でつながり、会員同士が手を取り合い、
新たな仲間ともつながりあえるような環境にしていきたい
と思います。そして、クラブの活性化に向けて、皆様のご
協力とご理解をお願い致します。また、私自身若輩であり
ますので、諸先輩方からのご指導、ご鞭撻を賜りながら、
1年間の会長を務めて参りますので、今後とも宜しくお願
い申し上げます。
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お客様

市川英敏ガナバー補佐

草加松原ロータリークラブ
飯山英彦会長
富永悟幹事

八潮ロータリークラブ
髙橋裕会長
飯泉良人幹事

草加中央ロータリークラブ
須永賢治会長
丹羽義昭幹事

八潮イブニングロータリークラブ
中川悦宏幹事

草加シティロータリークラブ
齋藤幸子会長
竹内雪子幹事

第一例会

誕生祝い

小越幹事 山中会員
例

会

例会場

木曜日

平良会員 髙橋会長
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幹事報告

小越 朋樹 幹事

1. 年度初めにあたりまして、会費の納入を宜しくお願いします。
2. 地区セミナーのご案内です。
・７月６日(土) 米山記念奨学部門
・７月１４日(日) 管理運営部門
・７月１５日(月) 青少年奉仕部門
・７月２０日(土) 奉仕プロジェクト部門合同
・８月３日(土) 公共イメージ部門・会員増強維持部門
・９月２１日(土) ロータリー財団部門
・７月１２日(金) 事務局研修
3. 地区より「第１５回 日韓親善会議」の案内が届いております。
開催日は９月２８日(土) 場所は仙台国際センター 登録料は20,000円となります。
参加〆切は７月１９日となっております。
当クラブの「八潮市中学生音楽フェスティバル」の開催日と重複しますが、参加希望の方は幹事までお申し出下さい。
4. 地区より「第3２回インターアクト年次大会」の案内が届いております。
開催日は8月24日(土) 場所は埼玉県県民活動総合センター 登録料は5,000円となります。
参加〆切は7月31日となっており、参加希望の方は幹事までお申し出下さい。
5. 青少年交換プログラムでスイスに派遣されている柴菖さんが７月１３日に帰国します。
9時に成田空港に到着予定です。ご都合のつく会員は出迎えに参加下さい。

ニコニコBOX
☆八潮RC
髙橋裕会長 飯泉良人幹事
この度は八潮みらいロータリークラブ第
一例会の開催まことにおめでとうござい
ます。国際ロータリーテーマ「ロータリー
は世界をつなぐ」に準じ、第9グループも
つながりを強固にし、一丸となって奉仕
活動につとめたいと思います。
髙橋会長、小越幹事、ともにがんばりま
しょう！！
☆草加中央RC
須永賢治会長 丹羽義昭幹事
第一例会おめでとうございます
今年もよろしくおねがい申し上げます。
☆草加シティRC
齋藤幸子会長 竹内雪子幹事
会長幹事引継式および第一例会にお招
きいただきましてありがとうございます。
今後共どうぞよろしくお願いいたします。
☆木村真一郎直前会長
スリー、ツー、ワン、ゼロ
みらいに向けてタカハシ号が期待と希望
とワクワクを乗せて飛び立ちました。
そして私は肩の荷が下りました。
☆市川英敏直前幹事、ガバナー補佐
今年も宜しくお願い致します。
髙橋、小越年度の船出です。
☆小柳孝一会員
スタートです。
よろしくお願い申し上げます。

☆坪田祐貴会員
お客様ようこそ
髙橋会長 小越幹事2019年度スタートが
んばれ！
☆清水しづよ会員
新年度の新しい気持ちで参りました。
☆大島勝会員
新会長髙橋さん新幹事小越さん体に気
を付けてがんばって下さい。
☆金子浩美会員
フェリーチェ初めて来ました
とてもすてきなお店ですね
プライベートでも利用したいです
☆金杉光左生会員
髙橋年度前半が大切です。
お互いに頑張りましょう
☆加藤修会員
髙橋会長、小越幹事、一年間宜しくお願
い致します。
☆石塚恭央会員
髙橋会長やっと会長になりましたね
小越幹事微力ながら協力します。
☆本間守会員
髙橋会長、小越幹事一年間ガンバッテ
下さい。
☆朴昞吾会員
本年度もよろしくお願いします。
☆平良嘉浩会員
お客様いらっしゃいませ
一年間宜しくお願いします。
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☆山中正智会員
五年目に入り、本年度も宜しくお願い致
します
☆増田博会員
本年度もよろしく
☆大月正雄会員
髙橋会長、今年のテーマ三つの輪です
が、オリンピックテーマも輪です。
国立競技場も和をモチーフに隈設計さ
んがデザインしたそうです。
和をもって尊としですね
☆柴厚人会員
旧会長幹事様おつかれ様でした。
そして新役員の皆様よろしくお願いしま
す。
☆宮内弘好会員
髙橋会長、小越幹事、これから1年間宜
しくお願いします。
☆雨甲斐隆会員
会長、幹事さん いろいろありがとうござ
いました。
これからもよろしくお願いします。
☆髙橋洋一会長
皆様、本日はありがとうございます。
これから、1年間よろしくお願いします。
☆小越朋樹幹事
幹事の大役を拝命し、大きな責任を感じ
ています。
一年間頑張りますのでよろしくお願い致
します。
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