
       

例会場 埼玉りそな銀行

    蓮田支店 3F

点鐘   12:30

会長    田原春夫

幹事    島村 功

司会    岩崎一隆

お客様紹介

親睦活動委員 武藤倫雄

第７G ガバナー補佐

      池田岩夫様

第７G グループ幹事

     張ケ代宜弘様

青少年交換受入学生

カウンセラー＆久喜 RC 幹事

      服部智也様

青少年交換来日学生

    シトラリさん

✰斉唱

我等の生業

今月の歌 「村祭り」

✰唱和

四つのテスト 舟山清志

✰卓話

第７グループガバナー補佐

     池田岩夫様         

      

          今日は１０月２４日ガバナー公式訪問に

備えて池田ガバナー補佐・張ヶ代幹事にお

出で戴きました。ご指導宜しくお願い致し

ます。また、久喜ロータリークラブよりカ

ウンセラーの服部幹事さん・交換学生のシ

トラリさん（メキシコ）も出席いただいて

います。後ほどご挨拶お願い致します。

先週の土曜日に１１月３日のサッカー大会の組み合わせ抽選会

を（１２チーム参加）秋葉会員にして頂きました。有難うござい

ました。それから、１５日のチャリティーゴルフに参加頂いた八

鍬さん・加藤さん・舟山さん・中村さん大変お疲れ様でした。成

績いかがだったでしょうか？

13 日～15 日は仕事の都合で沖縄に行ってきました。15 日は

ジ・アッタテラスゴルフリゾートという所でゴルフだったのです

が、朝方から大雨で何とかスタート出来たのですが、雨と風が酷

く２ホール目でびしょ濡れになってホールアウトして帰って来ま

した。

今日１０月１７日は貯蓄の日との事で勤労の収穫であるお金を

大切にする日だそうです。あと沖縄そばの日だそうで 1978 年に

特殊名称として登録許可された日との事です。美味しいからと言

うので食べましたが非常にまずかったです。

今日は宜しくお願いします。

地区事務所より

・米山記念奨学生カウンセラー研修会開催案内

・第２回来日学生オリエンテーション開催案内

・ウォーキング＆2570 地区主催「バーベキュー」案内

地区青少年交換委員会より

・2017-18 年度青少年交換帰国報告会について

回覧いたします。

①ハイライトよねやま 223   ②赤十字 NEWS №941

✽公共イメージ向上委員長  武藤倫雄

・My Rotary 登録について

✽親睦活動委員長     飯野浩一

・忘年移動例会開催案内
チケット手配のため早目の案内となります。

12 月 19 日（水） 観劇＆懇親会

回覧しておりますので宜しくお願い致します

2018-19年度テーマ

｢インスピレーションになろう」

｢すべてはクラブ活性化の

ために」

～実り豊かな奉仕目指して～

｢将来に向けてリーダーの育成」
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幸手中央ＲＣよりグループ幹事として出向しております。

どうぞよろしくお願い致します。

本日は池田ガバナー補佐が来週のガバナー公式訪問という

ことで同行してまいりました。

皆さんこんにちは。

はじめまして私はここに来

て感謝しています。

たくさんのロータリーミーティ

ング大好きです。日本語話せるよ

うに練習できます。

今日私は 2 ヵ月日本にいます。

私の家族ちょっと寂しいと日本

の料理は本当に美味しい。

皆さん宜しくお願い致します。

第 7G グループ幹事

張ヶ代宜弘様

         今日は第７グループで

お世話しております

シトラリと一緒にまいり

ました。2 ヵ月が経ち簡

単な会話ができるように

なりました。皆様どうぞ

よろしくお願い致しま

す。
久喜 RC 幹事

青少年交換シトラリさん

カウンセラー 服部智也様

青少年交換来日学生  

シトラリさん

来週皆様のクラブへガバナーが公式訪問でお見えになります。第７Ｇでは

最後となります。出来るだけ大勢の方のご出席いただければ有難いと思います。

2020 年に東京ロータリークラブが 100 周年となります。日本国内 34 地区の全 RC を 34 個の

ゴングが巡回します。来週、ガバナーが持ってきますので楽しみにしていてください。

１．地区大会記念ゴルフ大会について 350 人参加

２．国際大会について 2019 年 6 月 ドイツのハンブルク ガバナーは２７７名の参加を公言し

ています。 １クラブ ４名

３．地区大会 クラブ紹介で全クラブが登壇していただくことになっております。

大勢のご参加をお願い致します。

４．Ｍy Rotary の登録について 地区大会までにぜひとも 100％をお願い致します。

５．会員増強について 第７グループで１２名純増を目標にしております。

            若いメンバーの増強に努力を宜しくお願い致します。

６．寄付金状況について Ｒ財団 ベネファクターは 100％達成しています。  

             米山  たとえ 1000 円でも結構ですので寄付者率を上げて下さい。

７．継続事業にとどまらず、新しい事業を

８．Be Inspiration の意味について 鼓舞する人になろう

質問事項より ・ＩＭについて 2 月 16 日（土） 於：グリーンコア  

・グローバル補助金 資金が余っているようですので海外に広げていただければと

思います。

お願い

・会員増強を宜しくお願い致します。女性会員

・出席率について提案 メークアップの奨励

・青少年交換学生帰国報告会の参加を
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池田岩夫さん 本日はよろしくお願いします。

張ヶ代宜弘さん 本日はよろしくお願いします。

服部智也さん シトラリをよろしくお願いします。

田原春夫さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事、青少年交換学生受入カウンセラー

服部様、青少年交換学生シトラリさん

ようこそ。本日は宜しくお願いします

島村 功さん 第７G ガバナー補佐 池田様、第７G

グループ幹事 張ヶ代様、久喜 RC 幹

事 服部様、青少年交換学生 シトラ

リ様 蓮田 RC にようこそ！池田ガバ

ナー補佐 公式訪問リハーサルよろし

くお願い致します。

秋葉功四郎さん 第７G 池田ガバナー補佐、張ヶ代グ

ループ幹事、久喜 RC 服部幹事、青少

年交換来日学生シトラさん ようこそ

蓮田 RC へ。本日も宜しくお願いしま

す。

土橋藤男さん ガバナー補佐の池田さん、本日はごく

ろう様です。よろしくお願いします。

深江瑞枝さん ようこそ蓮田ロータリークラブへ。ガ

バナー補佐 池田岩夫様、第７グルー

プ幹事 張ヶ代宜弘様 きのうはお世

話になりました。青少年受入カウンセ

ラー服部智也様、学生（メキシコ）シ

トラさん ようこそ日本へ、埼玉へ。

波多野勝治さん 池田Ｇ補佐さん、張ヶ代さんようこ

そ蓮田へ。卓話よろしく願います。

飯野浩一さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事、本日はありがとうございました。

金子淳美さん 皆様ようこそ。本日も宜しくお願いし

ます。

加藤 始さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事、服部カウンセラー、シトラさん

ようこそ。

古壕明人さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事、服部カウンセラー、青少年交換来

日学生シトラリさん 皆様ようこそ蓮

田クラブへ。

鯨岡文夫さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事 ようこそ。

栗原 均さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代 G 幹事よろ

しくお願いします。服部様、シトラリ

様 蓮田へようこそ。

栗原比呂志さん 池田さん、張ヶ代さん、服部さんよ

うこそ蓮田 RC へ。本日は宜しくお願

いします。

黒須雅行さん 第 7G 池田ガバナー補佐、張ヶ代グ

ループ幹事、久喜 RC 服部幹事、青少

年交換来日学生シトラさんようこそ蓮

田 RC へ。ガバナー補佐卓話宜しくお

願いします。

武藤倫雄さん 池田ガバナー補佐 本日はご指導よろ

しくお願いいたします。

田中政司さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代 7G 幹事、

服部久喜 RC 幹事・青少年交換学生カ

ウンセラーようこそ蓮田 RC へ。池田

様、卓話ありがとうございました。

渡辺 圭さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事、服部様、シトラリさんようこそお

越し下さいました。

八鍬伸一さん 池田ガバナー補佐、張ヶ代グループ幹

事今日はよろしく御指導お願いします

齋藤清和さん 雅楽谷の森フェスティバルが 11/3 に

あります。ぜひご協力願います。

舟山清志さん 先日 15 日に地区のチャリティゴルフ

大会に参加してきました。本日も宜し

くお願い致します。

斉藤啓崇さん お世話になります。本日もよろしくお

願いいたします。

濱谷楽夢さん 本日もよろしくお願いいたします。

関根 浩さん 本日も宜しく御願い致します。

岩﨑一隆さん 本日も宜しくお願いします。

白濱龍興さん 本日もよろしくお願いします。

山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。

小林健男さん 本日はよろしくお願いします。

✽野球大会で使って下さい

飯野浩一・栗原比呂志・武藤倫雄

齋藤清和・関根 浩

本日の合計 累計 総数

￥70,500 ￥619,500 30 名

目標額  ￥1,700,000

総数 出席 欠席 ＭＵ

52 27 25 ７

本日の出席率 65.38％

修正出席率（10/3） 61.54％
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例会場 埼玉りそな銀行蓮田支店 ３F

事務所 蓮田市本町 4-１１ 日信ビル 2F

例会日 水曜日 12:30～13:30

ＴＥＬ 048-765-1288

ＦＡＸ 048-765-1289

ｅ-mail hasudarc@gmail.com

http：//www. hasuda-rotaryclub.com/

会 長    田原春夫  幹 事 島村 功

会長エレクト 野村 功  副会長 川田金造

             副幹事 齋藤清和   

公共イメージ向上委員長  武藤倫雄

     副委員長  土橋克美

      委 員   十川英男 宮野訓夫

             飯野浩一 一之瀬真弥

             栗原正生 関根 浩


