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第327回 例会記録本日の例会

点鐘 木村真一郎会長
国歌斉唱
ロータリーソング

ソングリーダー 雨甲斐隆 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
お客様挨拶

八潮市議会議長 朝田和宏 様
埼玉県議会議員 宇田川幸夫 様
八潮市商工会長 古庄正登 様

国際ロータリ第2770地区
第9グループガバナー補佐 金杉豊 様

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

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

クリスマス家族例会

第1部 18:30～

会長挨拶 木村 真一郎 会長

クリスマス例会を含めると後2回で201
8年のクラブ活動が終わります。まず
は第二ホストファミリーが決まり、ヤ
ナさんと柴会員ご一家はホッとされて
いると思います。我が家と言えば受入
れ前にトイレとお風呂をリフォームし
なければならないので、しっかりと稼
がないといけません。また息子が使っ

ていた部屋を片付けるなどいくつかの準備が必要で
す。初めてのことなので不安が多く、柴会員のご家
族と情報交換が出来る機会を青少年奉仕委員会と共
に設けたいと考えています。クリスマス例会ではヤ
ナさんが出席されるので、ホストファミリーをされ
る方はもちろんですが、せっかくの機会なので皆さ
んで交流を楽しんでいただければと思います。
さて本日は親睦委員会タイムとなっております。槌
田委員長の体調が心配ですが、そこは経験豊富な親
睦委員会のメンバーで協力し合い、クラブ後半の事
業のサポートを宜しくお願い致します。また今回の
クリスマス例会については市川幹事がフォローをし
てくれております。こんな時には頼りになるので助
かります。私としては幹事を引き受けていただいて
本当に良かったと感じております。
暮れに入り誰もが大変忙しくされていると思ますが、
会員全員で良きクリスマスを迎えて笑顔で年を越し
ましょう。ありがとうございます。

1月例会プログラム

1月3日 クラブ定款 第8条(C)により休会

1月10日 18:30 フェリーチェ３階
司会:雨甲斐
設営:本多

新年例会

1月17日 18:30 商工会館
司会:本多
設営:本間

クラブフォーラム
職業奉仕委員会タイム

1月24日 18:30 商工会館
司会:本間
設営:石塚

外部卓話
卓話者未定

第2部 19:00～

開会挨拶 石塚恭央 直前会長
乾杯 次年度第9グループガバナー補佐

市川英敏 様
フォークソング おがさわら あい
手に手つないで
閉会挨拶 髙橋洋一 会長エレクト



幹事報告 市川 英敏 幹事
1. 地区より、地区補助金報告書提出のお願いが来ております。
2. 本日例会後に臨時役員理事会がございます。 役員理事はお残り下さい。
3. 地区青少年交換委員会より、ご案内が来ております。

◎ 2019年1月6日 越谷南ロータリークラブ主催
『ロータリー家族フェスタ・国際交流餅つき大会』
10：30 南越谷駅南口集合
11：00 深井様宅 （越谷市川柳町1-103）
参加費 無料

◎ 2019年1月13日 さいたま新都心ロータリークラブ主催
『藤波餅つき踊り大会』
8：45 京浜東北線 与野駅集合
会場 与野フード彩鮮館与野店 さいたま市中央区下落合1027

どちらも参加希望者は幹事までご連絡ください。
4. 第4回来日学生オリエンテーションのご案内

2019年1月13日 9：00 ～ 15：30
8：45 与野駅集合
9:00-12:00 さいたま新都心ＲＣ主催 藤波餅つき踊り
12：00-13：00 昼食

場所：下落合コミュニティセンター さいたま市中央区下落合1712
14：00-15：30 第4回来日学生オリエンテーション

場所：パイオランドホテル さいたま市大宮区宮町1-35-2

※ × 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
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ニコニコ本日 \10,000 ニコニコ累計 \326,000 ポリオ累計 \31,402

出席報告 12月6日 12月13日 12月20日

出席 18 16 9

メークアップ 1 1 1

出席対象者 24 24 24

出席率 確定 79.17% 確定 70.83% 41.67%

ニコニコBOX
☆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。
☆小林利雄会員
みなさん、こんばんは。今日も1日ありがとう。
明日も1日頑張るぞー！！
宜しくお願い致します。
☆山中正智会員
寒暖差の激しい今週。
本日も宜しくお願い致します。
☆大月正雄会員
8月と12月のボーナス、出せる喜びです。
☆朴昞吾会員
本日もよろしくお願いします。

☆宮内弘好会員
本日も宜しくお願い致します。
☆髙橋洋一会員
今年ももうすぐで終わりです。
一年すぎるのが早いです。本日もよろしく
お願いします。
☆木村真一郎会長
今年の例会は残すところ2回です。
皆さん体調に気をつけて、良い年で
締めくくりましょう。本日も宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
今年もあと11日です。早かった1年。
楽しい事、悲しい事、色々ありました。

クラブフォーラム風景


