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第332回 例会記録本日の例会

会長挨拶 木村 真一郎 会長

今月は二週続けて外部卓話でしたが、
皆さんのお役に立てたでしょうか？
腰痛を予防しながらワインを美味しく
飲むことで健康的な暮らしに近づける
ように思います。ただし、税務署の方
とご一緒する際はスーツの裏地には注
意が必要かもしれません。何気に値踏

みがされているようです。でもロータリアンでした
らTPO（時time、場所place、場合occasion）をわき
まえていればいいのでしょう。TPOと言えばロータリー
クラブに入会してから＜おしゃれ＞ということが気
になるようになりました。当クラブ内でも皆さん個
性豊かですし、第9グループや地区セミナーなどに参
加すると、これもまた様々なスタイルな方々がいま
す。質感、色合い、デザイン、拘り、頭の先から足
元まで気を使われている方を見かけると参考になり
ます。そして自分のスタイルを持っている方は素直
にかっこ良いなぁと感じます。
さて会員卓話なのですが、職業をベースにとはして
おりますが、固い話ばかりでなくて、毎日のルーチ
ンワーク（必ず行う行動）、今どきの従業員の様子、
変わったお客様、あり得ない本当の話、怖い体験、
珍しい接待、ゆずれない想いなどテーマを逸れて脱
線してもかまいませんので自由にお話し下さい。聞
き手側も茶々を入れながらざっくばらんな雰囲気で
楽しい時間にして行きましょう。
本日も宜しくお願い致します。

2月 3月例会プログラム

2月14日 18:30 商工会館
司会:加藤
設営:小林

クラブフォーラム
会員増強維持委員会報告

2月21日 18:30 商工会館
司会:小林
設営:小柳

クラブフォーラム
会員卓話

2月28日 18:00 韻松亭
司会:槌田
設営:全会員

クラブ7周年記念家族例会
新入会員歓迎会

3月7日 18:30 商工会館
司会:小柳
設営:増田

クラブフォーラム
管理運営委員会タイム

クラブフォーラム
19:00 点鐘 木村真一郎会長

国歌斉唱
ロータリーソング『奉仕の理想』
ロータリーの目的
四つのテスト
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

クラブフォーラム

社会奉仕委員会タイム

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

委員会報告

☆青少年奉仕委員会
ヤナさんが先週から朴委員長宅へ引っ越しました。
明日よりスキー合宿に行く予定です。
その他の予定については例会場にスケジュールを
記入したカレンターを掲示します。

☆親睦活動委員会
4月10日にゴルフコンペを行います。



会員卓話風景

※ × 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 \17,000 ニコニコ累計 \420,000 ポリオ累計 \35,622

出席報告 1月17日 1月24日 1月31日

出席 15 11 15

メークアップ 0 2 1

出席対象者 25 25 25

出席率 確定 60.00% 確定 52.00% 64.00%

☆加藤修会員
本日も宜しくお願い致します。
☆坪田祐貴会員
今日の夜は寒くなりそうです。
体に気をつけて確定申告乗り切ろうと思います。
☆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。
☆本多重康会員
もうすぐ節分ですネ 福は内で
☆平良嘉浩会員
会員卓話宜しくお願いします。 楽しみです。
☆小林利雄会員
本日も宜しくお願い致します。
☆槌田幸洋会員
本日も宜しくお願い致します。
☆朴昞吾会員
本日も宜しくお願いします。
☆山中正智会員
平成最後の睦月の季節 肌寒い日々
本日も宜しくお願い致します。

☆小越朋樹会員
1月の最終日ですね
今年は雨がまったく降っていませんでしたが、
今日は久しぶりの雨ですね
乾燥が少しでも和らげば良いですね
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。
☆本間守会員
本日もよろしくお願い致します。
☆金杉光左生会員
本日も宜しくお願いします。
久しぶりの雨、身体には良いことですね
☆木村真一郎会長
本日は会員卓話です。
皆さんのお話し楽しみです。
宜しくお願い致します。
☆市川英敏幹事
1月最終日 雪が降りますか？
今日も宜しくお願い致します。

ニコニコBOX

幹事報告
1. 地区青少年交換委員会より、来日学生のスキーキャンプの予定が来ております。

青少年交換委員会の朴委員長へ引き継ぎます。
2. 金杉第9グループガバナー補佐より、ＩＭ記念ポリオ撲滅チャリティゴルフの案内が来ております。

日時 4月1日 月曜日 8時スタート予定 場所 紫カントリークラブ すみれコース
登録費 1名 8,000円（うち1,000円はチャリティへ寄付）プレー費 18,000円

3. 同じく金杉第9グループガバナー補佐より、八潮ＲＣのメーキャップ企画のご案内です。
八潮ＲＣより各クラブへ訪問が基本でございます。参加希望の方は幹事までご連絡ください。
2月6日 水曜日 八潮イブニングＲＣ
2月7日 木曜日 草加シティＲＣ
2月12日 火曜日 草加松原ＲＣ
2月14日 木曜日 八潮みらいＲＣ

4、 同じく金杉第9グループガバナー補佐より、インターシティミーティングの案内が来ております。
日時 3月16日 土曜日 場所 四季亭 登録料 10,000円
15時 受付 15時30分 第一部式典 17時 第二部発表会 18時30分懇親会 20時終了予定

5. 本日、例会後に臨時役員理事会を開催いたします。役員理事はお残りください。

坪田祐貴会員 槌田幸洋会員 山中正智会員


