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クラブ協議会　委員長活動方針発表

寿会館

会長、幹事、会長ｴﾚｸﾄ、管理運営、ＳＡＡ集
合

ガバナー面談、会員集合

例会点鐘

クラブ協議会

例会場    イタリアンレストラン　フェリーチェ３階　　　URL  http://mirai.yc-rotary.com

例　会    　　木曜日　　　　１９：００～２０：００

例会終鐘

解散

2016-17年度  R I テーマ

委員長活動方針発表

７月　例会プログラム

会長挨拶　坪田祐貴 会長

こんばんは。先ず最初に本日、大変お
多用にも関わらず、ご出席頂いた八潮
市長　大山忍様、並びにガバナー補
佐　北川賢一様、補佐幹事　中川悦宏
様及び各クラブの会長幹事様に御礼

浅水尚伸ガバナー公式訪問例会

市川　英敏　直前会長

ロータリーソング 　『奉仕の理想』

市川　英敏　直前会長

幹事報告 小柳　孝一　　幹事

出  席   委  員  会

市川　英敏　直前会長

申し上げます。
当クラブは2012年2月23日、3クラブが合併して、
会員26名でスタート致しました。当時初の3クラブ
合併であり、動向が注目されました。その間、会員
の交流を深め、旧クラブの事業を継承し、会員の
増員、退会を繰り返し、本年度24名のスタートとな
りました。本年度、当クラブは5年目を迎え、八潮
みらいロータリークラブとして新たな第一歩を踏み
出す時だと思っております。
本年度クラブテーマを 『 一つの身近かな奉仕か
ら　人類への奉仕 』 とテーマを掲げさせて頂きま
した。会員一人一人が、ロータリーの奉仕とは何か
を考え、実行する時だと思っております。小さな事
ですが、例会時間を今まで旧クラブの折衷である
昼夜を夜に一体化したことも、その一つだと思って
おります。事業についても言える事だと思います。
本年度会員一同、頑張って活動を行って行きます
ので、本日お集まりの皆様のご指導、ご鞭撻を切
にお願い申し上げまして、2016年7月7日7時の鐘
を合図にスタートしたいと思っております。ありがと
うございました。

寿会館

クラブ協議会　ガバナー公式訪問リハーサル

フェリーチェ3階

No,2    2016年7月14日 (木)　 第 211 回例会

お客様紹介

会長挨拶

市川　英敏　直前会長

第210回例会記録本日の例会

クラブ協議会

19:00 点鐘

2016-17年度  R I ﾃｰﾏ

会長 坪田 祐貴      副会長 大月 正雄
幹事 小柳 孝一   会計 平良 嘉浩   SAA 雨甲斐 隆

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@mirai.yc-rotary.com

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    ジョン　Ｆ． ジャーム(Ｃｈａｔｔａｎｏｏｇａ ＲＣ，米国)

第２７７０地区ガバナー         浅水　尚伸（越谷南ＲＣ）

第９グループガバナー補佐    北川　賢一（八潮イブニングＲＣ）

ROTARY CLUB OF  YASHIO MIRAI

委員会報告

クラブ協議会

ニコニコ報告 親睦活動 委 員 会

20：00 点鐘

出席報告



幹事報告　小柳孝一 幹事

1、広報、会員増強維持部門セミナーへのご参加頂きました委員長様、ご苦労様でした。
2、今月開催の各種部門セミナーにご参加の程、宜しくお願い申し上げます。
3、Ｒ. Ｌ . Ｉ　（ロータリー・リーダーシップ研究会）への参加のご案内
R . L . I パートⅠが8月27日に開催されます。参加希望の方は幹事までご連絡ください。
4、7月21日例会は、寿会館において、ガバナー公式訪問のリハーサルを行います。お間違えの無い
よう、宜しくお願い申し上げます。
5、例会終了後、会員証をお渡しいたします。お持ち帰りください。

お客様

八潮市長
大山忍 様

ガバナー補佐
北川賢一 様

ガバナー補佐幹事
中川悦宏 様

草加松原ＲＣ会長
長谷部健一 様

草加松原ＲＣ幹事
木村博行 様

八潮ＲＣ会長
坂入義完 様

八潮ＲＣ幹事代理
関信行 様

八潮イブニングＲＣ会長
池永幸生 様

八潮イブニングＲＣ幹事
斎藤文博 様

草加中央ＲＣ会長
須永賢治 様

草加中央ＲＣ幹事
百瀬皓 様

会長幹事引継ぎ式

左から、
坪田会長
辻本昭夫 会員（7月31日）
小越朋樹 会員（7月26日）
平良嘉浩 会員（7月18日）
山中正智 会員（7月24日）
小柳幹事

誕生祝い

※ 詳細は八潮みらいロータリークラブＨＰ（ホームページ）
の活動記録（今年度）をご覧ください。
ＵＲＬ　　ｈｔｔｐ：//ｍｉｒａｉ.ｙｃ-ｒｏｔａｒｙ.ｃｏｍ

例会場    イタリアンレストラン　フェリーチェ３階　　　URL  http://mirai.yc-rotary.com

例　会    　　木曜日　　　　１９：００～２０：００



※ 詳細は八潮みらいロータリークラブＨＰ（ホームページ）
の活動記録（今年度）をご覧ください。
ＵＲＬ　　ｈｔｔｐ：//ｍｉｒａｉ.ｙｃ-ｒｏｔａｒｙ.ｃｏｍ

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://mirai.yc-rotary.com

第一例会風景



ニコニコ本日 ¥30,000 ポリオ累計 ¥1,800

7月14日 7月21日

24 24

確定 確定 0.00% 0.00%

正会員数

　
☆ 北川賢一ガバナー補佐（八潮イブニングRC）
新年度初例会おめでとうございます。益々のクラブの
発展、ご祈念します。
☆ 長谷部健一草加松原RC会長、木村博行草加松
原RC幹事
坪田会長、小柳幹事年度の船出を心よりお祝い申し
上げます。草加松原RCも5周年を迎えます。共に記
念事業が成功する様、頑張りましょう。宜しくお願いし
ます。
☆ 坂入義完八潮RC会長、関信行八潮RC幹事代理
坪田会長、小柳幹事、新年度第一例会、おめでとうご
ざいます。今年度１年宜しくお願い致します。
☆ 池永幸生八潮イブニングRC会長、斎藤文博八潮
イブニングRC幹事
坪田会長、小柳幹事、新年度初例会の開催、誠にお
めでとうございます。八潮みらいロータリークラブの皆
様にとって、すばらしい一年になることを祈念しており
ます。
☆ 須永賢治草加中央RC会長、百瀬皓草加中央RC
幹事
本日は八潮みらいRCの第一例会、誠におめでとうご
ざいます。坪田会長、小柳幹事を中心として、今後
益々クラブが繁栄されますことを、お祈り申し上げま
す。
☆ 加藤修会員
坪田会長、小柳幹事、一年間宜しくお願い致します。
☆ 金杉光左生会員
お客様いらっしゃいませ。坪田、小柳年度の船出を
お祝い致します。
☆ 山中正智会員
年度初め、ニコニコ報告（BOX）初投稿です。本日も
宜しくお願い致します。
☆ 小越朋樹会員
坪田会長、小柳幹事、一年間よろしくお願いします。
☆ 雨甲斐隆会員
大勢のお客様、出席して頂きまして、ありがとうござい
ます。
☆ 小池史郎会員
坪田会長、小柳幹事の船出、おめでとうございます。
第一例会の多くのお客様をお迎えしての出発、大変
うれしく思います。
☆ 大島勝会員
坪田会長、小柳幹事、のんびり、体に気をつけて行っ
て下さい。
☆ 小林利雄会員
いよいよ！！　坪田丸の出港ですね。一年間よろしく
お願い致します。

　
☆ 平良嘉浩会員
坪田年度の船出です。小柳幹事とガンバってください。
☆ 朴昞吾会員
新年度もよろしくお願いします。
☆ 高橋洋一会員
坪田会長、小柳幹事、一年間よろしくお願い致します。
☆ 石塚恭央会員
坪田会長、小柳幹事、一年間宜しくお願い致します。
☆ 大月正雄会員
坪田、小柳丸、いよいよ船出ですね。荒波を乗りこえて
下さい。
☆ 本多重康会員
坪田、小柳年度のスタート、そのスタートの日が７月７日
（七夕）。ロータリーを楽しみましょう！
☆ 宮内弘好会員
坪田会長、小柳幹事、１年間宜しくお願いします。
☆ 本間守会員
坪田会長、小柳幹事、１年間よろしくお願いします。第９
グループガバナー補佐、北川様、第９グループ各会長
幹事の皆様、１年間よろしくお願いします。
☆ 伊藤祐嗣会員
坪田新会長さん、小柳新幹事さん、新例会おめでとうご
ざいます。１年間よろしくお願い致します。
☆ 木村真一郎会員
お客様、そして第９グループガバナー補佐、補佐幹事、
会長、幹事さま、いらっしゃいませ。八潮みらいは坪田
会長、小柳幹事年度の始まりです。ワクワクハラハラドキ
ドキさせてくれそうな予感がします。２０１６-２０１７年度
宜しくお願い致します。
☆ 辻本昭夫会員
いつもお世話になります。八潮に子供食堂をつくりたい
ですね。よろしくお願いします。
☆ 市川英敏会員
一年間、ありがとうございました。そして坪田、小柳年
度、初例会、誠におめでとうございます。一年間宜しく
お願い申し上げます。
☆ 坪田祐貴会長
お客様、本日はありがとうございます。ごゆっくりお寛ぎ
下さい。
☆ 小柳孝一幹事
八潮市長、大山忍様、草加松原RC、八潮RC、八潮イ
ブニングRC、草加中央RCの会長幹事の皆様には、お
忙しいところ、八潮みらいロータリークラブの第一例会に
お列席を賜り、深く感謝申し上げます。今後もぜひ、ご
指導お願い申し上げます。

※
当日出席正会員数　　　　＋

ニコニコＢＯＸ

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://mirai.yc-rotary.com

メーキャップ会員数
×　１００ ＝ 出席率

－　出席免除会員数 ＋ 出席免除会員出席数

2

出席対象者 24

出席率 100.00%

メークアップ

¥30,000 ニコニコ累計

出席報告 7月7日

出席 22


