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お客様紹介

第257回例会記録本日の例会

クラブ協議会
委員長活動方針発表

会長挨拶　石塚　恭央　会長

皆様こんばんは。本日は大変お忙しい中、第
9グループ佐々木ガバナー補佐をはじめ、第9
グループの会長、幹事様にはご臨席を賜りま
して誠にありがとうございます。申し遅れました
が、2017-2018年度の会長職を仰せつかるこ
ととなりました、石塚でございます。

2017-18年度  R I ﾃｰﾏ

会長 石塚　恭央      副会長 大月 正雄
幹事 高橋 洋一   会計 市川　英敏   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@mirai.yc-rotary.com
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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    イアン　Ｈ.Ｓ. ライズリー (Ｓａｎｄｒｉｎｇｈａｍ ＲＣ，ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)

第２７７０地区ガバナー         大貫　等（上尾西ＲＣ）

第９グループガバナー補佐    佐々木　一男（草加松原ＲＣ）

クラブ協議会 委員長活動方針発表

７月、８月　例会プログラム

フェリーチェ3階

クラブ協議会（委員長活動方針発表）

出席報告 出  席   委  員  会

このような貴重な機会をいただいたことを誠に光栄に存じま
す。若輩者のため、ご迷惑をおかけすることも多々あると思
いますが、精一杯取り組んでまいりますので、何卒、ご教
授、ご鞭燵の程よろしくお願い申し上げます。
今年度のRIテーマ 「ロータリー : 変化をもたらす」 に鑑み、
私達のクラブテーマを「原点回帰」とさせていただきました。
八潮みらいロータリークラブは2012年2月23日に合併認証
されてから、5周年の節目が終わり、新たな気持ちでクラブ
を確立していきたいと考えております。
そもそも、ロータリークラブとは20世紀初頭のアメリカで誕生
しました。シカゴ在住の青年弁護士ポール・ハリスは、お互
いに信頼のできる公正な取引、商売をし、仕事上の付き合
いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増やし
たいという趣旨で初めての自発的会合を開きました。それが
今日のロータリークラブの始まりです。
この、誕生した原点にロータリアンー人一人が立ち返る必要
があります。今、ロータリークラブが抱えている会員減少など
の問題に立ち向かうため、地区方針にございます 「新たな
行動、新たな感動」 に基づき、3点の具体的な取り組みを
行っていきます。

1、活発的な委員会活動を行うため、各委員会の
機能と権限を強化します。
2、クラブ会員全員で問題に取り組むことを大事に
します。
3、会員一人一人が意識をして、積極的な会員増
強活動を行います。
特に委員会活動に重きをおくために、今年度は年間プログ
ラムの中に委員会タイムを設けさせていただきました。各委
員会でそれぞれ責任を持ち、委員会タイムで取り仕切って
行っていければと考えております。会員一人ひとりが意識を
持ち、例会に臨んでいただければ、クラブの活性化に繋が
るのではないかと思います。皆様のご理解、ご協力を頂きな
がら、1年間宜しくお願い申し上げ、会長挨拶とさせていた
だきます。

フェリーチェ3階

クラブフォーラム（会員増強について）

フェリーチェ3階

幹事報告

委員会報告

ニコニコ報告

フェリーチェ3階

クラブフォーラム（音楽ﾌｪｽ打合せ）

クラブフォーラム（音楽ﾌｪｽ落ち合わせ）

八潮メセナ大ホール

音楽フェス舞台設営

八潮メセナ

八潮市中学生音楽フェスティバル

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



八潮ＲＣ幹事
関信行 様

八潮ＥＲＣ会長
北川賢一 様

八潮ＥＲＣ幹事
小林洋一 様

会長幹事引継式

草加中央ＲＣ会長
須永賢治 様

草加松原ＲＣ会長
富永悟 様

ガバナー補佐
佐々木一男 様

ガバナー補佐幹
事　　　　　　　　二
階堂祐司 様

八潮ＲＣ会長
瀬田秀樹 様

幹事報告　高橋洋一 幹事
１、 新年度　上半期分の会費の納入をお早めにお願い致します。
２、 ７/７（金）音楽フェスティバル事前打ち合わせ
場所：教育委員会　時間：15：30　会長・幹事・青少年奉仕委員会の出席
※ 八潮市中学生音楽フェスティバルの実施日は8月18日（金）です。
３、 地区セミナーの案内
７/８（土）　公共イメージ・会員増強維持部門セミナー　大宮ソニックシティ市民ホール　点鐘13：30
出席対象者　石塚会長、木村会員、平良会員
７/１５（土）　ロータリー財団部門セミナー　大宮　清水園　点鐘13：30
出席対象者　石塚会長、木村会員、宮内会員、髙橋会員
７/１６（日）　米山記念奨学部門セミナー　ラフレさいたま　3F桜の間　　点鐘13：30
出席対象者　石塚会長、木村会員、朴会員

お客様

※ 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 heep://mirai.yc-rotary.com

誕生祝い

左から、
小越朋樹 会員（7月26日）
平良嘉浩 会員（7月18日）
石塚恭央 会長
山中正智 会員（7月24日）
辻本昭夫 会員（7月31日）

誕生日　おめでとうございます

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    　　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

※ 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



ニコニコ本日 ¥27,000 ポリオ累計 ¥660

7月13日 7月20日

0 0

24 24

確定 確定 0.00% 0.00%

正会員数

☆ 佐々木一男ガバナー補佐（草加松原ＲＣ）
2017-18、会長幹事さん、2770の為、第9グループの
為、一年間よろしくお願いします。
☆ 二階堂祐司ガバナー補佐幹事（草加松原ＲＣ）
第一例会おめでとうございます。石塚、高橋年度の
はじまり、大変若い2二人に期待しています。
☆ 瀬田秀樹八潮ＲＣ会長
八潮みらいロータリークラブの皆様、新年度初例会
おめでとうございます。石塚会長、高橋幹事、ご指導
宜しくお願いいたします。
☆ 関信行八潮ＲＣ幹事
本日は、八潮みらいロータリー様の第一例会おめで
とうございます。本年度1年間宜しくお願い致します。
☆ 北川賢一八潮イブニングＲＣ会長、小林洋一八潮
イブニングＲＣ幹事
八潮みらいＲＣ、石塚会長、高橋幹事年度、初例会
おめでとうございます。益々の発展をお祈りします。
☆ 富永悟草加松原ＲＣ会長
本日は第1例会におまねきいただき、ありがとうござ
いました。皆様、1年間第9グループの仲間として宜し
くお願い致します。
☆ 須永賢治草加中央ＲＣ会長
本日は八潮みらいロータリークラブの第1例会、おめ
でとうございます。石塚会長、高橋幹事様、1年間よ
ろしくお願いいたします。
☆ 坪田祐貴会員
石塚会長、高橋幹事、1年間宜しくお願い致します。
☆ 小柳孝一会員
ゆったりと気持ちで例会に参加できました。今後例会
参加を80％以上目指します。新会長、新幹事の足を
引っぱらないよう頑張ります。
☆ 加藤修会員
石塚会長、高橋幹事、一年間宜しくお願い致しま
す。協力させて頂きます。
☆ 本多重康会員
石塚年度のスタート。若さとキャリアで「みらい」を切り
拓いて下さい。
☆ 金杉光左生会員
石塚年度、楽しみです。高橋幹事とスクラムを組んで
目指せグループＮｏ，１
☆ 大月正雄会員
石塚年度、石塚丸の出発です。無事に1年間ヨウソ
ロー。
☆ 平良嘉浩会員
石塚年度、ガンバリましょう。

☆ 大島勝会員
新年度、会長幹事さんご苦労さまです。1年間体に
気を付けて下さい。
☆ 伊藤祐嗣会員
石塚新会長、高橋新幹事さん、新年第一例会おめ
でとうございます。一年間よろしくお願い致します。
☆ 小池史郎会員
石塚会長、高橋幹事、第一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。多数のお客様よ
うこそ。ごゆっくり。
☆市川英敏会員
石塚、高橋年度のスタート、おめでとうございます。
若いふたりです。会員全員で盛り立てて行きましょ
う。
☆ 小林利雄会員
みなさんこんばんわ！！　いよいよ石塚丸の出港で
すね！！　キャプテン（会長）宜しくお願いしま
す！！
☆ 本間守会員
新年度おめでとうございます。1年間ガンバって下さ
い。私も親睦ガンバリます。
☆ 辻本昭夫会員
新年例会に出席できて、とてもうれしいです。坪田前
会長様、おつかれさまでした。石塚会長様、これから
1年間よろしくお願いします。ありがとうございました。
☆ 宮内弘好会員
石塚会長、高橋幹事、1年間宜しくお願いします。
☆ 槌田幸洋会員
第1例会スタート。本日も宜しくお願い致します。
☆ 小越朋樹会員
２０１７－１８年度のスタートです。今年度もよろしくお
願いします。
☆ 朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。
☆ 山中正智会員
本年度、最初の例会です。明日は七夕です。
☆ 石塚恭央会長
第９グループガバナー補佐を始め、会長、幹事の皆
様、お忙しい中ありがとうございます。皆様一年間宜
しくお願い致します。
☆ 高橋洋一幹事
お客様、本日はようこそいらっしゃいました。1年間、
幹事の職を全うしたいと思います。会員の皆様、ご協
力よろしくお願い致します。

ニコニコＢＯＸ

例　会    　　木曜日　　　　１９：００～２０：００

※
当日出席正会員数　　　　＋ 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

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

¥27,000 ニコニコ累計

出席報告 7月6日

出席 22

メークアップ 0

出席対象者 24

出席率 91.67%


