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本日の例会

2013年8月1日 (木)
暑気払い例会

☆誕生日祝い
☆点鐘
☆暑気払い

8月・9月例会プログラム
フェリーチェ

クラブフォーラム （委員長活動方針）

休

8月22日 19:00

会

フェリーチェ3階

クラブフォーラム （委員長活動方針）

8月29日 19:00
12:30

第69回例会記録

フェリーチェ3階

クラブ協議会 音楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ打合せ

9月7日

12:30

祐嗣 会長

フェリーチェ3階

クラブフォーラム

9月5日

伊藤

今日は８月1日。昔から土潤い
て蒸し暑し、と言われる頃となり
ました。先週は渡邊和良ガバ
ナーをお迎え致しまして、公式
訪問例会が行われました。大勢の会員の皆
様にご出席いただき、また最後の最後まで
全員が気を抜くことなく貫徹することが出来
たことに深く感謝致します。本当に有難うご
ざいました。
渡邊和良ガバナーからも大変に良いクラブ
とお褒めを頂きました。これも加藤 修直前
会長、市川英敏直前幹事を初め会員全員
がクラブ作りに取り組んできた賜物であると
思います。
ただ現在の会員数25名は、会社で言えば
かろうじて損益分岐点を確保しているという
ラインで、今後、安全域に達するには最低
でも5名ほどの純増が必要になってまいりま
す。全員の協力で増強活動に邁進したいと
思います。
暑い盛り、さかりの枝豆をつまみについつい
ビールも進むこの頃です。体調を壊さぬよう
にご留意ください。
今日は公式訪問の打ち上げ、納涼祭です。
楽しくお過ごしいただきたいと存じます。

☆委員会報告

8月15日

第 ７０ 回例会

会長挨拶

☆会長挨拶

12:30

大輔（草加松原ＲＣ）
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☆点鐘
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和良（浦和北ＲＣ）

八潮メセナ

八潮市中学生音楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに振替
例 会

木曜日 第１、２週 １２：３０～１３：３０

例会場

イタリアンレストラン フェリーチェ３階

お客様

第2770地区ガバナー
渡邉 和良様
第9グループガバナー補佐 川井 大輔様
浦和北ロータリークラブ
佐藤 昭雄様

第３、４週 １９：００～２０：００

URL http://mirai.yc-rotary.com

渡邊和良ガバナー公式訪問

ガバナー卓話

私は、1月13日から19日まで米国カリフオルニア州、
サンディエゴにて国際協議会に参加し、研修をしてま
いりました。
本会議でのスピーチをはじめ、元RI会長らによる、
数々の心に残るロータリー体験談は感動的で、ロータ
リーの素晴らしさを改めて認識してまいりました。
今回の研修では、現在ＲＩが抱えている問題点を中心
に、会員基盤の多様性、ロータリーフアミリー、危機
管理、公共イメージ、ロータリーブランドの強化、ロータリーの中核的価値観、
リーダーシップとは、人前で話す、未来の夢計画などがテーマとして取り上げ
られました。
そしてロン・Ｄ・バートンRI会長エレクトは、「ロータリーの奉仕では、努力すれ
ばするほど多くを得ることが出来ます。形だけの努力なら、たいした成果は得
られませんし、本当の満足感は得られないでしょう。
しかし、真に実践し、ロータリーの奉仕と価値観を日々に活かす決意をすれ
ば、自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことが出来るか見えてくるでしょ
う。」と述べたうえで、2013－14年度のRIテーマを発表いたしました。
それは、「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」（「Engage Rotary
Change Lives」）でありました。
このテーマは、常日頃からロータリーの奉仕活動の充実を考えていた私にとっ
て、響きあうものであり、さらに社会への奉仕がまわりまわって自分自身に実り
をもたらす、という意味で大変共感致しました。
私は、このことを受けて2013－14年度地区活動方針を「奉仕の心を行動に移
そう」としました。各クラブで奉仕プロジェクトを積極的に進め、地域で認められ
るロータリーとして、ロータリーのブランドイメージを高めていきたいと思いま
す。
本会議でもたびたび取り上げられました2013－14年度の財団目標の一つで
ありますポリオの撲滅への支援、ＲＩ戦略計画の理解と実施の継続、会員増
強、新世代奉仕部門にも特に力を入れていきたいと考えております。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」もたらせるよう、皆さまと1年間活
動に励み、ロータリーをより深く理解し、素晴らしい奉仕の1年間にしたいと思
います。皆さまのご協力、ご支援、宜しくお願い申し上げます。
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ニコニコBOX
☆小池史郎会員
渡邊和良ガバナー本日はよろしくお願い
致します。

☆第９Ｇガバナー補佐 川井大輔様
本日は第９グループトップでガバナー公
式訪問例会です。宜しくお願い申し上げ
ます。

☆市川英敏会員
渡邊ガバナー、川井ガバナー補佐、本日
はご指導宜しくお願い致します。

☆浦和北RC 佐藤昭雄様
今日はお世話になります。 宜しくお願い
いたします。

☆宮内弘好会員
渡邊和良ガバナー、ご指導宜しくお願い
致します。

☆雨甲斐隆会員
ロータリーのご指導よろしくお願いします。

☆小林利雄会員
渡邊和良ガバナー、いらっしゃいませ、ご
指導宜しくお願い致します。

☆木村真一郎会員
渡邊和良ガバナー よろしくお願い致しま
す。

☆増田博会員
宜しくお願い致します。

☆本多重康会員
ガバナーの卓話楽しみです。

☆平良嘉浩会員
本日はご指導よろしくお願いします。

☆大島勝会員
渡邊ガバナー 公式訪問ご指導宜しくお
願いします。

☆本間守会員
渡邊ガバナー、ご指導よろしくお願い致し
ます。

☆大月正雄会員
渡邊ガバナーようこそ ご指導宜しくお願
いします。暑い中、ご苦労様です。

☆大木昇会員
本日はよろしくお願い致します。

☆金杉光左生会員
渡邊ガバナー一年間ご指導宜しくお願い
致します。くれぐれもお体にお気を付けく
ださいませ。

☆伊藤祐嗣会長
渡邊和良ガバナー、川井大輔ガバナー
補佐様、本日は親身なご指導有難うござ
います。

☆加藤修会員
渡邊和良ガバナー本日はご指導宜しくお
願い致します。

☆高橋洋一幹事
渡邊ガバナー、本日はご指導よろしくお
願い致します。

☆松澤勝広会員
渡邊ガバナーいらっしゃいませ！一年間
よろしくお願いします。

2013年7月25日

ニコニコ本日

¥23,000

ニコニコ累計 ¥95,000

ポリオ累計

¥5,330

出席報告

7月11日

7月18日

7月25日

出席

18

21

22

メークアップ

4

0

0

出席率

88.00%

84.00%

88.00%
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