平成２2 年

ＲＩテーマ

会長/片山 金次郎

ク ラ ブ テ ー マ

「

次週の例会

今週の例会

2010 年 ８月 ３日(火)第２９０回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 クラブフォーラム

７月２７日

第２８９回例会

幹事/中山 祐太郎

2010 年 ８月 10 日(火)第２９1 回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 奉仕プロジェクト

初 志 忘 れ ず

ＮＯ.２２２ 発行

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

新 た な 息 吹 を

」

英気を養っていただきたいと思います。本日は
よろしくお願いたします。ありがとうございま
した。

■ゲスト紹介
さいたま中央ﾛｰﾀﾘｰクラブ
会 長 加藤 稔様
副会長 河邉 壽郎様
幹

■会長挨拶

片山 金次郎

皆様、こんばんわ。
本日はお暑い中、我がクラブの親クラブにあ
たります、さいたま中央ロータリークラブの加
藤会長、河邉副会長、芝田幹事様にはご訪問い
ただき感謝しております。いつもご指導いただ
き心より御礼を申し上げます。
さてこのところ猛暑続きで、皆様体調はいか
がですか？ロシアのモスクワでは、130 年の
観測史上最高温度の 37.4 度が記録されたそ
うで、今年は地球の天候が異常で何か近い将来
天地異変が起きるのではと、少し心配でありま
す。
本日は本年度に入りまして初の夜間例会で
すのですので、8 月・9 月のプログラムについ
て担当の親睦委員会、社会奉仕委員会より企画
案を発表いただき、その後主目的の暑気払い例
会に入っていきたいと思います。
お客様には気兼ねなく寛いでいただき、会員
の皆様も暑さによるお疲れを十分吹き飛ばし

事 芝田 勝孝様

日頃大変お世話になっております。会長幹事
様には早々にご訪問いただきありがとうござい
ました。当クラブは、来年 3 月 26 日に 45 周年式
典を予定しております。実行委員長は井上が務
めますので、その節はよろしくお願いいたしま
す。
＝インターアクト年次大会へのご協力願い＝
日時 ： ８月２１日（土）１０時~
場所 ： ラフレさいたま ３階 櫻ホール
午後からのセレモニーでは、哀愁のある美し
い旋律音楽にのって、即興で踊るカップルダン
ス『アルゼンチンタンゴ』がご覧いただけます。
この機会に是非！よろしくお願いいたします。

■幹事報告

中山 祐太郎

●ガバナー事務所より
①8 月のレート
1 ドル＝88 円
②奉仕プロジェクト部門セミナー
日時 ： 8 月 28 日(土) １４：００～
場所 ： ラフォーレ清水園

③ＷＣＳ活動に関するアンケート依頼
④夏期休業
8 月 12 日（木）～17 日(火)
●さいたま中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ例会変更
・8 月 12 日（木）→休会
・8 月 26 日（木）
→変更 →8 月 21 日（土）
●第 3・第 4 グループ合同名簿の個人情報
の変更は事務局まで

■委員会報告
●親睦委員会
８月２１日（土）の納涼例会の行程〈案〉
の発表。早急に参加人数の把握をさせてい
ただきます。
●社会奉仕委員会
１０月９日（土）開催の社会奉仕事業の内
容説明。この事業に対して地区へ補助金申
請をいたしました。

■クラブ協議会
プログラム委員長より、9 月までの例会プ
ログラムの発表と、例会担当委員の確認を行
いました。
その後会長主催の暑気払いで、親睦を深め
ました。

■スマイル報告
■加藤 稔様（さいたま中央ＲＣ 会長）
本日はお世話になります。一年間よろしくお願
いいたします。
■河邉 壽郎様（さいたま中央ＲＣ 副会長）
本日はよろしくお願いいたします。また、野原
ガバナー補佐頑張ってください。
■芝田 勝孝様（さいたま中央ＲＣ 幹事）
本日はお世話になります。一年間よろしくお願
いします。
◆片山 金次郎会員
毎日暑い日が続きますが、皆様体調はいかがで
すか。本日は親クラブのさいたま中央ロータリー
クラブの加藤会長さん、河邉副会長さん、芝田
幹事さん、ようこそいらっしゃいました。本年度
初めての夜間例会です。例会プログラム等のクラ
ブ協議会ですが、暑気払いが主目的です。皆様、
今夜はゆっくりとくつろいでください。

◇中山 祐太郎会員
さいたま中央ＲＣの加藤会長、芝田幹事、河
邉副会長様、当クラブにようこそいらっしゃい
ました。昨日は野原ガバナー補佐、井上グループ
幹事、片山会長、ご苦労様でした。野原ガバナー
補佐にはお土産をありがとうございました。
◆井上 久雄会員
さいたま中央ＲＣの加藤会長、芝田幹事、河
邉副会長様、ようこそおいで下さいました。猛
暑お見舞い申し上げます。暑さに負けずお互い
頑張りましょう。
◇井上 博明会員
三上さん、事務所のエアコン交換工事ありがと
うございました。
◆内木 滋郎会員
遅刻して申し訳ございませんでした。さいた
ま中央ロータリークラブの皆様、ようこそお越
し下さいました。本年度も宜しくお願い申し上
げます。
◇田中 修会員
さいたま中央ＲＣの加藤会長、芝田幹事、河
邉副会長様、ようこそいらっしゃいました。本
年もご指導よろしくお願い致します。毎日暑い日
が続いております。熱中症には注意しましょう。
◆寺沢 良治会員
本日はさいたま中央ＲＣの加藤会長、芝田幹事、
河邉副会長様、お暑いところようこそおいで下
さいました。本年もよろしくお願いします。
◇内藤 憲会員
さいたま中央ＲＣの加藤会長、芝田幹事、河
邉副会長様、ようこそいらっしゃいました。本
日も宜しくお願い致します。猛暑日が連日続きま
すが、皆様におかれましては、体に十分気をつけ
ましょう。
◆野原 哲夫会員
大変暑い日が続いていますが健康には留意し
たいものです。7 月から新年度スタートしました
が、会員全員協力し楽しい例会を作りましょう。
◇本多 正和会員
本日もよろしくお願いいたします。
◆三上 等会員
さいたま中央ＲＣ会長 加藤様、幹事 芝田様、
副会長 河邉様、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
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22,000 円

累計

138,000 円

■出席報告
月日
７/27

会員総数

出席

欠席

出席率

16

14

2

87.50％

