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No. 6 2018年8月9日(木) 第309回例会

クラブフォーラム 会長挨拶 木村 真一郎 会長

第308回 例会記録

ROTARY CLUB OFYASHIO MIRAI

先日は台風が接近する悪天候の中を、財団
部門のセミナーに参加された会員の皆様は
お疲れ様でした。帰りの車では元RI会長の
田中作次様とご一緒出来、貴重なお話を頂
けてとても勉強になりました。今年度のRI
会長バリー・ラシン氏が掲げるテーマは
「Be The Inspiration」(インスピレーション
になろう！)ですが、これを聞いた時は感

覚的で捉えにくくて、会員の皆様にも伝えにくいと感じま
した。そこで自分なりにかみ砕いてクラブ会長テーマにし
たものが、毎例会点鐘の際に唱えさせてもらっている「行
動しよう、知ってもらおう、そして楽しみましょう。」で
す。これには会員一人一人がロータリアンを意識すること
で、ガバナーが提唱する＜実り豊かな奉仕＞に結びつくと
いう意味も込めています。そして一番大切にしたいことは、
クラブ活動だということです。私自身は会長という責務の
重さからまだまだ楽しめていないところがありますが、会
員の皆様には親睦を奉仕を国際親善を大いに楽しんでもら
いたいと思います。例会で一回は笑いましょう。さて、本
日はガバナーの想いとクラブ会員の想いを交錯させること
ができる唯一の機会です。限られた時間ではありますが、
密度の濃い有意義なものにしたいと思います。第2770地区
ガバナー中川高志様、どうぞ宜しくお願い致します。

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 ・八潮市商工会館 URL http://www.yashiomirai.jp/

19:00 点鐘 木村真一郎会長

ロータリーソング『奉仕の理想』

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

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

クラブフォーラム 青少年交換事業について

ニコニコ報告 親睦活動委員会

出席報告 出 席委員会

20:00 点鐘 木村真一郎会長

8月、9月例会プログラム

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

9月6日 19:00 フェリーチェ3階
司会:加藤
設営:小林

クラブフォーラム
音楽フェスティバル打ち合わせ

9月13日 19:00 商工会館
司会:小林
設営:小柳

クラブフォーラム
公共イメージ部門委員会タイム (役員理事会)

幹事報告 市川 英敏 幹事
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。



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 ・八潮市商工会館 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 \19,000 ニコニコ累計 \105,000 ポリオ累計 \2,586

出席報告 7月19日 7月26日 8月2日

出席 17 18 18

メークアップ 2 0 1

出席対象者 24 24 24

出席率 確定 79.16% 確定 75.00% 79.16%

☆髙橋洋一会員

中川ガバナー本日は宜しくお願いします。
☆金杉光左生会員
中川ガバナーご指導宜しくお願い致します。
☆坪田祐貴会員
中川ガバナー、金杉ガバナー補佐
大変暑い中当クラブ公式訪問例会ご出席ありがとうございます。
今年度の活動の指針にしたいと思います。

☆本多重康会員
中川ガバナー公式訪問 卓話楽しみです。
☆大月正雄会員
中川ガバナー御指導宜しくお願いします。
２週間程入院してました。 年ですね
☆加藤修会員
中川ガバナー 金杉ガバナー補佐

本日はご指導宜しくお願い致します。
☆大島勝会員
中川ガバナーご苦労様です。
公式訪問ご指導お願いします。
☆宮内弘好会員
中川高志ガバナー本日は宜しくお願いします。

☆雨甲斐隆会員

中川ガバナー大変暑い中ありがとうございます。
御指導宜しくお願いします。
☆小林利雄会員
中川高志ガバナーいらっしゃいませ！！
本日、宜しくお願い致します。
☆朴昞吾会員
ガバナー公式訪問 本日もよろしくお願いします。

☆山中正智会員
公式訪問例会、何回やっても緊張します。
本日もよろしくお願い致します。
☆小越朋樹会員
中川ガバナー本日はよろしくお願い致します。
それにしても暑いですね
夏バテしないよう気を付けましょう

☆木村真一郎会長
酷暑が続いていますが、中川ガバナーと皆様で実り豊かな時間を過ご
したいと思います。
宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
ガバナー公式訪問 皆様宜しくお願い致します。

お客様

国際ロータリー 第2770地区
第9グループガバナー
中川 高志 様 (大宮RC)

ガバナー公式訪問

国際ロータリー 第2770地区
第9グループガバナー補佐
金杉 豊 様 (八潮RC)

国際ロータリー 第2770地区
地区副幹事
栗岡 宏治 様 (大宮RC)

中川高志ガバナー公式訪問例会風景は
八潮みらいロータリークラブHPに掲載致します。


