
第３８２回 例会記録

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 URL http://www.yashiomirai.jp/

国際ロータリー 第2770地区 第9グループ

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー(Decatur RC 米国 ｱﾗﾊﾞﾏ州)

第2770地区ガバナー 小林 操(越谷北ＲＣ)

第9グループガバナー補佐 市川 英敏(八潮みらいＲＣ)

会長 髙橋 洋一 副会長 平良 嘉浩
幹事 小越 朋樹 会 計 石塚 恭央 SAA 加藤 修

クラブ事務所 〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1113-3
正和工業(株)内 TEL 048-995-1935 FAX 048-995-1937
E-mail secretary@yashiomirai.jp

No. ３２ ２０２０年２月２０日(木)第３８３回例会

ROTARY CLUB OFYASHIO MIRAI

会長挨拶 髙橋 洋一 会長

2019-20年度 RIテーマ

本日の例会

国際ロータリー第２７７０地区
第９・１０グループ合同
インターシティ ミーティング 皆様、こんばんは。最近の話題というと、

コロナウイルスの感染や、政治ではＩＲ
の招致における疑惑や、芸能人の不倫疑
惑など、問題の山積や、どうでもいいよ
うなことが多いですね。皆さん、明日は
何の日か知っていますか。2月14日はバ
レンタインデーです。日本では、女性が

男性にチョコレートを渡して愛の告白をする日として知ら
れています。男女で過ごすイメージが強いバレンタインデー
ですが、日本以外の国では少し意味合いが違うようです。
世界の国々のバレンタインデーは、家族や友人、恋人にプ
レゼントを贈り、愛や感謝を伝える日。男女に限らず、大
切な人に愛と感謝を届けるお祭りとして知られています。
例えば、アメリカでは日本と対照的で、男性から女性に贈
り物をするのが主流です。バレンタイン当日は恋人や夫婦
でディナーを楽しむことが多いそうです。フランスでは、
恋人たちのお祭りの日。恋人同士や夫婦など決まった相手
に贈り物をして、一緒に当日を過ごします。男性が女性に
花やカードを送るのが定番のようです。ベルギーでは、恋
人など男女の関係に限らず、日頃お世話になっている人に
感謝を伝える日になっています。男性が女性にプレゼント
をするそうですが、品物は花や香水、衣服や電化製品まで
様々なものが贈られるそうです。イギリスでは、思いを寄
せる人にひそかに思いを伝える日だそうで、当日はメッセー
ジカードを贈るのですが、差出人の名前は書かず、カード
を受け取ったほうから行動をおこすそうです。恋人や夫婦
になった後も、そっとカードを置いておくなど、ひそかに
贈り物をするというきまりは続いていくそうです。明日は
バレンタインデーです。ぜひ、皆さんも家族や友人に愛と
感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。そして、残りの少
しの愛を、来週のＩＭに。市川ガバナー補佐に届けましょ
う。

開会挨拶 八潮みらいRC 大島 勝
ご挨拶並びに乾杯 国際ロータリー第2770地区

2007-2008年度ガバナー 中村 靖治様
演奏 パールグラス
各クラブ次年度会長紹介

次年度第９Gガバナー補佐 佐々木 一男
次年度第10Gガバナー補佐 小島 朗

演奏 パールグラス
手に手つないで 八潮みらいRC幹事 小越 朋樹
閉会挨拶 八潮みらいRC副会長 平良 嘉浩

点鐘 第９Gガバナー補佐 市川 英敏
国歌斉唱 ソングリーダー 雨甲斐 隆
ロータリーソング『奉仕の理想』
ロータリーの目的・ 四つのテスト 宮内 弘好
物故会員に黙祷
歓迎の挨拶 八潮みらいRC会長 髙橋 洋一
IM趣旨説明 IM実行委員長 金杉 光左生
来賓紹介参加者紹介 第９Gガバナー補佐 市川 英敏
ガバナー補佐挨拶 第９Gガバナー補佐 市川 英敏

第10Gガバナー補佐 大久保 守善
来賓ご挨拶 三郷市長 木津 雅晟様

第2770地区ガバナー 小林 操様
ポリオデー報告（ビデオ放映）及びクラブ紹介

各クラブ会長
直前ガバナー補佐 記念品贈呈

直前第9ガバナー補佐 金杉 豊様
直前第10ガバナー補佐 伊藤 隆様

代理 三郷中央RC会長 谷津 茂男様

直前ガバナー補佐幹事 記念品贈呈

直前第9ガバナー補佐幹事 飯泉 良人様

直前第10ガバナー補佐幹事 清水 浩子様

代理 三郷中央RC会長 谷津 茂男様

次年度ガバナー補佐紹介

第10Gガバナー補佐 大久保 守善
次年度ガバナー補佐挨拶

次年度第９Gガバナー補佐 佐々木 一男

次年度第10Gガバナー補佐 小島 朗

ガバナー講評 第2770地区ガバナー 小林 操様

点鐘 第10Gガバナー補佐 大久保 守善

演者紹介 八潮みらいRCパスト会長 坪田祐貴

記念講演 【人生を変えた車椅子でホノルルマラソンへ】

謝辞 第10Gガバナー補佐 大久保 守善

第二部 記念講演

第三部 懇親会

第一部 式典



1. 大月会員が現在入院しており、２月１０日に市川会員がお見舞いに行っております。
会としてお見舞いをお渡し致しましたので報告致します。

2. 次週２月２０日は第９・１０グループ合同IMです。
当クラブはホストクラブとなりますので、１６時に浅草ビューホテルにお集まりください。詳細や不明点につきま
しては本日の例会が最終打ち合わせの時間となっておりますので、当日慌てないようよろしくお願い致します。

3. その翌週2月27日例会は8周年記念親睦家族例会となっており、梅の花 越谷レイクタウン店にて行います。送迎を希
望される方は午後６時に千葉銀前から出発となります。皆様の出席をお願いします。

4. 先週もお伝え致しましたが、ロータリー手帳についてのご案内です。
次年度ロータリー手帳については希望者のみに配布する旨を理事会にて決定致しました。本日出席の方でロータリー
手帳が不要という方はお申し出ください。

5. 地区より、第３７５０地区訪日団受け入れ中止のお知らせがありました。
新型コロナウイルス拡散にともない、安全を考慮した結果とのことです。

6. 地区より、会長エレクト研修セミナーの案内がありました。
宮内エレクトにお渡し致します。

7. 大宮ロータリークラブより、ポリオ根絶チャリティークラシックカーラリーの案内がありました。３月２１日(土)A
M７時より大宮氷川神社をスタートしてパレスホテル大宮までの間にて行われます。
詳細をご希望の方は幹事までお申し出ください。

8. 第9グループIMゴルフコンペについてのご案内です。
4月10日(金)に千代田カントリークラブにて開催されます。
当クラブがホストクラブとなりますので、例会扱いとなるよう本日の理事会にて協議致します。ゴルフをされる方
はもちろんのこと、されない方も参加の程お願い致します。

★親睦委員会より

8周年記念家族例会2/27（木）梅の花 越谷レイクタウン店 ７：００点鐘

会費 会員8,000円 家族5,000円 八潮駅千葉銀行前6:00集合出発

★本間副実行委員長より

IMゴルフ4/10（金）あります。ホストクラブとしてクラブ全体で協力し頑張りましょう。
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幹事報告 小越 朋樹 幹事

ニコニコ本日 \15,000 ニコニコ累計 ポリオ累計 \57,094

出席報告 1月30日 2月6日 2月1３日

出席 16 10 15

出席対象者 24 24 24

出席率 67.00% 41.70% 62.50%

☆清水しづよ会員
本日も宜しくお願い致します。来週は初めて
の経験ですので指示、宜しくお願いします。
☆柴厚人会員

少し温かくなり過ごしやすいですね。ゴルフ日
和
☆佐藤敏勝会員
本日も宜しくお願い致します。
☆山中正智会員
来週、昼門の合同例会に成ります。本日も宜
しくお願い致します。

☆朴昞吾会員
本日も宜しくお願い致します。

☆小柳孝一会員
今日もよろしくお願い申し上げます
☆本間守会員
先週は仕事で休みました。今日はよろしくお

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。
☆平良嘉浩会員
本日も宜しくお願い致します。
☆加藤修会員

本日も宜しくお願い致します。

☆金杉光左生会員
来週はIMですね。頑張りましょう。
☆宮内弘好会員
本日も宜しくお願い致します。

☆髙橋洋一会長
米川さんチョコレートありがとう。あと誰からもら
えるでしょうか？
☆小越朋樹幹事

ニコニコBOX

委員会報告

IM最終打ち合わせ


