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Rotary Connects the World

｢ロータリーは世界をつなぐ」
｢ポリオ撲滅活動から、
クラブ活性化へ」
｢将来に向けてリーダーの育成」
～５０周年に向けて～
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本日は、岩槻ロータリークラブから、三浦
会長・増岡幹事・小林パスト会長・出山パス
ト幹事ようこそお越しくださいました。
藤村ポリオプラス委員長、ポリオデーにつ
いての卓話よろしくお願いします。
次に本日までの寄付のお礼をさせていただ
きます。
ロータリー財団寄付、土橋さん・桐田さん・飯野さん・栗原
均さん、早々のご寄付本当にありがとうございます。
米山特別寄付、波多野さん・加藤さん・近藤 敬男さん・黒須
さん。土橋さん・舟山さん・深江さん、早々のご寄付本当にあり
がとうございます。
私もこれからもロータリークラブを通じて寄付を続けられるよ
う頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いしま
す。

ビジターの紹介
親睦活動委員長 舟山清志

地区事務所より

✰本日のビジター

・ロータリー財団部門セミナー案内

地区ポリオ・プラス委員長 ・地区大会記念ポリオ撲滅チャリティゴルフ大会案内
藤村

作様（上尾） ・【再送】ポリオグッズに関しての案内
・2019-20 年度 出席率報告について

岩槻 RC
会長

三浦宣之様

①出席者数修正について ＭＵ修正はなし

幹事

増岡昌行様

②ＭＵ修正は 12 ケ月分の修正数を月別にまとめて報告

ﾊﾟｽﾄ会長

小林利郎様

・ＲＬＩパートⅠ案内

幹事

出山知宏様

地区ローターアクト代表

✰斉唱

奉仕の理想

今月の歌
✰唱和

浜辺の歌
島村

功

四つのテスト
✰卓話

「世界ポリオ・デーに
向けて」

藤村

作様

龍門理恵様より

埼玉一受けたい授業/最先端技術に触れてみよう！VR 体験案内
ロータリー米山記念奨学会ニュースより
・ハイライトよねやま 232

回覧致します。

岩槻ＲＣ小林パスト会長、出山パスト幹事が
５５周年記念誌をお届け頂きました。
配布致します。
✽親睦活動委員長

舟山清志

・納涼移動例会にご参加、ご協力いただき有難う
ございました。
無事終了することができました。
✽若さを保つ委員長

土橋藤男

・例会終了後第１回若さを保つ委員会開催致します
関係者は宜しくお願い致します
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本日は有難うございました

総数

出席

欠席

本日の合計

累計

総数

52

27

25

￥55,000

\174,000

32 名

本日の出席率

51.92％

目標額

￥1,700,000
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黒須雅行さん
藤村 作さん
三浦宣之さん
増岡昌行さん

本日は卓話よろしくお願いします。
本日は宜しくお願いします。
野村会長、齋藤幹事 ご就任おめでとう
ございます。本日は宜しくお願いします。
小林利郎さん 野村会長、齋藤幹事 ご就任おめでとう
ございます。
出山知宏さん 本年度宜しくお願いいたします。
野村 均さん 納涼移動例会に沢山の御出席ありがとう
ございました。地区ポリオ委員長 藤村
様、卓話宜しくお願いします。岩槻 RC
三浦会長、増岡幹事、小林パスト会長、
出山パスト幹事 ようこそ。
齋藤清和さん 先日の移動例会では大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。地区からお
越しの藤村様、岩槻 RC からお越しの三浦
様、増岡様、小林様、出山様 ようこそ蓮
田 RC へ。
秋葉功四郎さん 地区ポリオプラス委員長 藤村様、岩槻
RC 会長三浦様、幹事増岡様、パスト会長
小林様、パスト幹事出山様、本日は蓮田
RC へようこそ。本日も宜しくお願い致し
ます。
土橋藤男さん 先日のクルージングで大変お世話になり
ました。岩槻クラブの皆さんおそろいで
ようこそ。
深江瑞枝さん ポリオプラス委員長 卓話宜しくお願いし
ます。岩槻ロータリークラブ 会長はじめ
たくさんの皆様ありがとうございます。
飯野浩一さん 藤村様、岩槻 RC 三浦会長皆様 蓮田 RC
へようこそ。
岩崎一隆さん 岩槻ロータリークラブの皆様、ようこ
そ蓮田ロータリークラブへ。藤村委員
長 卓話よろしくお願いします。
加藤 始さん 藤村委員長、三浦会長、増岡幹事、小
林パスト会長、出山パスト幹事ようこ
そ。
栗原 均さん ポリオ･プラス委員長 藤村様、本日宜し
くお願いします。岩槻ロータリークラブ
三浦会長、増岡幹事、小林様、出山様よ
うこそ蓮田へ。ニコニコ

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/

地区ポリオ･プラス委員長 藤村さん、岩
槻 RC 三浦会長、増岡幹事、小林パスト会
長、出山パスト幹事ようこそ蓮田 RC へ。
藤村さん 卓話よろしくお願いします。
島村 功さん 藤村様、卓話ありがとうございます。岩
槻ＲＣより三浦会長、増岡幹事、小林
様、出山様 蓮田 RC へようこそ。
田原春夫さん 地区ポリオ委員長 藤村 作様卓話宜し
くお願い致します。岩槻 RC 会長三浦宣
之様、幹事増岡昌行様、パスト会長小林
利郎様、パスト幹事出山知宏様、本年度
も宜しくお願いします。
田中 靖さん 梅雨明けした感の暑さ、いよいよ夏本番で
すね。地区ポリオ･プラス委員長藤村様、
岩槻 RC 三浦様、増岡様、小林様、出山様
本日は蓮田 RC にお越し頂きありがとうご
ざいました。
渡辺 圭さん 藤村様 本日の卓話ありがとうございまし
た。三浦会長、増岡幹事、小林パスト会長
出山幹事、ようこそ蓮田ロータリークラブへ
舟山清志さん 先週の納涼移動例会にはたくさんの方に
出席頂きありがとうございました。次回
のご参加も宜しくお願い致します。
八鍬伸一さん 早いもので 7 月もあと一週間。来年の国
際大会はハワイです。多くの皆さんのご
参加を期待致します。
白 日光さん 大変ご無沙汰いたしております。野村年度
になって初めての出席です。よろしくお願
いします。
濱谷楽夢さん 急に暑くなりましたね！本日もよろしく
お願いいたします。
金子淳美さん 今日は大変暑くなりました。皆様体調く
ずささずに･･･ 本日もよろしくお願い
致します。
武藤倫雄さん 本日もよろしくお願いいたします。
白濱龍興さん 本日もよろしくお願いします。
関根 浩さん 本日も宜しくお願い致します。
齋藤 清さん 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。
川田金造さん お世話になります。
古壕明人さん お世話になります。
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