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No. 5 2018年8月2日(木) 第308回例会

ガバナー公式訪問例会 会長挨拶 木村 真一郎 会長

第307回 例会記録

ROTARY CLUB OFYASHIO MIRAI

ガバナー公式訪問リハーサルは会場準備な
ど一通りの手順の確認が出来ました。各委
員会の発表に熱がこもり、予定時間を超過
してしまいましたが、これはやる気の証で
はないでしょうか。本番もその勢いで、但
し持ち時間はしっかりと守ってお願い致し
ます。

この日、熱中症の応急処置のちらしが配られていたと思い
ますが、私自身が翌日に軽い熱中症になってしまいました。
発汗がおかしくなり、頭がボーとして体温が上がり、身体
全体が火照り、ふくらはぎがこむら返りを起こしそうな感
覚でした。エアコンと扇風機で身体を冷やしていたことで、
今度は喉が痛くなりましたが、大事に至らずに済みました。
もう少しだけという我慢はしない。そしておかしいと思っ
たら直ぐに休むことが大切です。今年の夏は本当に命に関
わる猛暑酷暑ですから。
先日、青少年交換学生受入関係者会議に第一ホストファミ
リーの柴様ご夫婦、青少年奉仕委員会の朴委員長と小越副
委員長、そして本多カウンセラーと出席しはてきました。
その際に留学経験者の体験談を聞いて、一人での海外渡航
はとても不安で、出迎えのロータリアンに出会えた瞬間、
心から安堵したという話を聞きました。8月17日にヤナ・ク
ラグさんが到着ロビーに出てきた時は、笑顔で歓迎したい
と思いますが、満面の笑みを湛えたおっさん達の顔よりは、
横断幕とかウェルカムボードの方が安心出来るかもしれま
せん。来日まで時間が少ないですが青少年奉仕委員会の皆
さんでちょっと工夫していただけたらと思います。
本日はクラブ協議会で委員会活動方針発表の続きになりま
す。熱き想いを存分に吐き出して下さい。

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/

12:30 点鐘 木村真一郎会長
国歌斉唱 雨甲斐 隆会員
ロータリーソング『奉仕の理想』
ロータリーの目的 大月 正雄会員
四つのテスト 大月 正雄会員
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 次週会報にて報告

2018-19年度 クラブテーマ
行動しよう、 知ってもらおう、

そして楽しみましょう

本日の例会

クラブ協議会 委員会活動方針発表

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

8月例会プログラム

8月9日 19:00 フェリーチェ3階
司会:本間
設営:石塚

クラブフォーラム
青少年交換事業について (役員理事会)

8月16日 休 会

8月23日 19:00 商工会館
司会:石塚
設営:金杉

クラブフォーラム
会員増強維持について

8月30日 19:00 フェリーチェ3階
司会:金杉
設営:加藤

クラブフォーラム
ヤナ・クラグさん歓迎会

2018-19年度 地区テーマ

全ては実りある奉仕のために。

ガバナー卓話 中川 高志ガバナー



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://www.yashiomirai.jp/

※ × 100 = 出席率
当日出席正会員数 ＋ メークアップ会員数

正会員数 － 出席免除会員数 ＋ 出席免除会員出席数

ニコニコ本日 \18,000 ニコニコ累計 \86,000 ポリオ累計 \1,588

出席報告 7月12日 7月19日 7月26日

出席 15 17 18

メークアップ 3 2 0

出席対象者 24 24 24

出席率 確定 75.00% 確定 79.16% 75.00%

☆宮内弘好会員
本日も宜しくお願いします。
☆増田博会員
よろしく！
☆金杉光左生会員
毎日暑い日が続いています。 身体に気を付けましょう。
☆加藤修会員
本日も宜しくお願い致します。
☆本多重康会員
今日、客先の84才の会長からカツ！を入れられ元気が出ました。
☆平良嘉浩会員
本日も宜しくお願い致します。
☆髙橋洋一会員
本日もよろしくお願いします。 暑さに負けず頑張りましょう。
☆小越朋樹会員
皆様こんばんは。 今日は涼しいですね
今までが暑すぎただけでしょうか？ 本日も宜しくお願い致します。

☆本間守会員
台風が直撃しそうです。 気を付けて下さい。
☆大島勝会員
少し涼しくなりました。 よろしく
☆山中正智会員
酷暑に続く、台風の恐れあり。 本日も宜しくお願い致します。
☆柴厚人会員
少し涼しくなって嬉しいです。
☆雨甲斐隆会員
暑いですね 身体に気を付けていきましょう
☆小柳孝一会員
目標 今日も元気で
☆木村真一郎会長
熱中症は恐いです。 我慢せずに直ぐに休むことが大切です。実感！
本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
次週ガバナー公式訪問です。 ご出席宜しくお願い致します。

幹事報告 市川 英敏 幹事

1. 地区より、西日本豪雨災害義援金について、クラブ、グループ独自で募金活動を計画されている方は
地域社会奉仕委員会までご連絡下さい。との事です。

2. 国際ロータリーより、人頭分担金の請求書が来ました。
確認して手続き致します。

3. 地区より、ＲＬＩパートⅠのご案内が来ております。
日時 2018年9月7日金曜日 受付9：00 開会9：30 終了17：30
場所 大宮ソニックシティ

4. 地区より、第1回 1000日会員の集いのご案内が来ております。
日時 9月22日 土曜日 受付17時30分 点鐘18時 終了20時
場所 パレスホテル大宮 4階ローズルーム
該当者 山中会員、小越会員、柴会員、新美会員

5. 地区より、月間報告一部変更について
会員数報告の締切は7日。 出席率報告の締切は14日。

8月2日 幹事報告
1. 地区より、グローバル補助金申請書が来ております。

当クラブでは、実施しておりませんが、今後の為に参考資料として使用したいと思います。
2. 地区より、新会員報告書が新しくなりました。新しい報告書を使用するためにも、会員増強をお願い致します。
3. 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティーゴルフコンペのご案内が来ております。

日時 平成30年10月15日(月) 場所 プレステージカントリークラブ 東・西コース
登録料 クラブ負担金 10,000円 個人登録料 5,000円 プレー費 約12,000円 セルフ 約8,000円

4. 地区より、ＲＬＩ日程訂正について
正しい開催日 2018年11月30日

5. 地区より、「地区のあゆみⅢ」掲載用のクラブ創立系統図の確認のお願いが来ております。

クラブ協議会 委員長活動方針発表

・青少年奉仕部門
・青少年奉仕委員会
・交換留学生ｶｳﾝｾﾗｰ

・財団米山部門
・R財団委員会
・米山記念奨学委員会

・ＳＡＡ
・会計
・監査


