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第 214 回例会

本日の例会

第213回例会記録

浅水尚伸ガバナー公式訪問例会

会長挨拶 坪田祐貴 会長

点鐘 12：30

坪田 祐貴 会長

国歌斉唱、ロータリーソング 雨甲斐 隆 会員
ロータリーの目的

石塚 恭央 会員

四つのテスト

大月 正雄 会員

お客様紹介

坪田 祐貴 会長

会長挨拶

坪田 祐貴 会長

幹事報告

小柳 孝一 幹事

委員会報告

ガバナー卓話

浅水 尚伸 ガバナー

クラブ協議会

委員会活動方針発表

ニコニコ、ポリオ、出席報告

石塚 恭央 会員

点鐘 16：00

坪田 祐貴 会長

2016-2017年度 国際テーマ・地区テーマ

『 人類に奉仕するロータリー 』
2016-2017年度 クラブテーマ
『一つの身近な奉仕から 人類への奉仕へ』

８月 例会プログラム
8月11日
8月18日

休会 クラブ定款 第６条（Ｃ）
19:00

フェリーチェ3階

クラブフォーラム
例 会
例会場

木曜日

役員理事会

本日は、地区より広報部門委員長、梶
間順子様並びに広報委員の大久保政
明様をお招き致しました。梶間様は広
報はもちろん、増強でも大変ご活躍さ
れておられます。過去の卓話を拝見
しました。クラブを好きになることが増強の方法だ
と。又、お母さまの100通の手紙がきっかけになっ
た事等。本日は大変楽しみにしております。今、地
区の研修が各委員会で開催されております。今年
1年の活動に役立てて下さい。さて、桂文珍という
落語家がいらっしゃいます。弟子に桂楽珍という
弟子が、楽園の徳之島から出て来ました。ある日、
師匠がパイナップルを食べ、残りを翌日食べようと
残しておきました。翌日、食べようと思ったところ、
ありません。早速、弟子の楽珍に尋ねました。私が
食べましたと答えました。食べるのなら一言言って
欲しかったと言ったところ、パイナップルは徳之島
ではみんなの食べ物だと答えたと言うのです。同
じ話が世界100カ国以上を旅した人の話で、世界
100カ国の中で1番好きな国はというとフィジーだそ
うです。他人の物は自分の物、自分の物は他人の
物だそうです。楽珍の話に通ずるものです。今、世
界では悲惨な状況が続いております。高遠菜穂子
さんという中東のボランティア活動を行っている人
の話の中で、今、中東では毎日テロ、殺し合いが
発生しているとのことです。人を好きになるのでは
なく、人を憎んでいるのです。せめて人の人権だ
けは認めたい世の中にしたいものです。本年度、
当クラブテーマ 『 身近な奉仕から 人類への奉仕
へ 』 ロータリー奉仕も思いやりに通じるものと思
います。皆様も是非、考えてみて下さい。

お客様

地区広報部門委員長 梶間順子 様
地区広報委員会委員 大久保政明 様

１９：００～２０：００
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幹事報告 小柳孝一 幹事
1、8月4日、ガバナー公式訪問の会員集合時間を変更します。11時集合を11時30分に変更します。
2、8月18日例会終了後に役員理事会を開催いたします。
3、10月3日、地区大会記念ゴルフ、現在2名の参加です。あと2名宜しくお願い致します。
4、10月15日、ロータリー全国囲碁大会が開催されます。ご参加希望の方は幹事までご連絡ください。

ゲスト卓話（詳細は八潮みらいＲＣ ＨＰをご覧ください）

ニコニコＢＯＸ
☆ 梶間順子様（浦和中RC）
本日は皆様にお会い出来て大変うれしく思っておりま
す。広報と増強について、お話をさせて頂きます。よろし
くお願い致します。
☆ 大久保政明様（浦和中RC）
本日はお世話になります。よろしくお願い致します。
☆ 小池史郎会員
やっと梅雨明けとなりました。本日もよろしくお願い致し
ます。浦和中ロータリークラブ、梶間様、大久保佐間、卓
話ありがとうございます。楽しみに参りました。
☆ 金杉光左生会員
梶間部門委員長いらっしゃいませ。急な呼びかけで申し
訳けありません。宜しくお願いします。大久保さん、い
らっしゃいませ。
☆ 雨甲斐隆会員
忙しい中、卓話に来ていただきました梶間順子様、大久
保政明様、ありがとうございます。
☆ 加藤修会員
梶間順子部門委員長、大久保政明委員様、本日はご指
導宜しくお願い致します。
☆ 小越朋樹会員
梶間様、大久保様、いらっしゃいませ。今日、梅雨明け
した様です。雨の少ない梅雨で、水不足が心配です。節
水に協力しながら、夏を乗り切りたいです。本日もよろし
くお願いします。
☆ 槌田幸洋会員
梶間様、大久保様、本日は宜しくお願い致します。
☆ 伊藤祐嗣会員
梅雨明けましたね。梶間様、大久保様、本日は有難うご
ざいます。
☆ 山中正智会員
高校野球地区大会の出場校が決まりました。本日も宜し
くお願い致します。
ニコニコ本日

出席報告

¥22,000

例 会
例会場

ニコニコ累計

7月14日

¥83,800

ポリオ累計

7月21日

¥6,340

7月28日
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☆ 小林利雄会員
みなさん、こんばんは。広報外部卓話、楽しみにしていま
す。宜しくお願い致します。
☆ 平良嘉浩会員
お客様いらっしゃいませ。本日、財団へたくさん寄付いた
だきました。ありがとうございます。
☆ 増田博会員
①今日からよろしく！ 白紙はやめました。
②7月は3回も例会出ました。
③久しぶりにセミの声を聞きました。
☆ 大島勝会員
つゆが明けて、これから元気になりましょう。
☆ 高橋洋一会員
本日もよろしくお願いします。
☆ 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。
☆ 市川英敏会員
地区広報部門委員長、梶間順子様、地区広報委員会委
員、大久保政明様、お忙しい処、誠にありがとうございま
す。卓話宜しくお願い申し上げます。
☆ 坪田祐貴会長
梶間部門委員長、大久保委員様、お忙しいところ卓話に
お越しいただき、ありがとうございます。本日、楽しみにして
おります。
☆ 小柳孝一幹事
今日は地区より広報部門委員長、梶間順子様、広報委員
の大久保政明様に卓話をお願いしたところ、スケジュール
をこじあけておいでいただきました。本当にありがとうござい
ます。未来に向けて広報を軸とした増強が、非常に大事だ
と考えています。今後もぜひ、ご指導、ごべんたつお願い
いたします。
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