
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆ お客様  第９Ｇガバナー補佐  市川英敏様 
      入会予定者       秋山和宏様 

◆ 会長あいさつ      飯山英彦 会長        

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月８日の例会記録 

 

私はずっと日本の気象庁がやっているのだと思っ

ていたのですが、全然違い、順位的に 

は、１番がイギリスの気象庁でかなり当たる。２番目

はヨーロッパの中期予報センター、次はアメリカ海

軍、４番目がアメリカ海洋大気庁で５番目が日本の

気象庁でということです。日本に来る台風が日本の

気象庁が予測してもあまり当たらないということのよ

うです。今後は、日本も自国で人工衛星を挙げてい

ますので、この挙げている人工衛星がフル活用され

ていけば、当たってくるのではないか！また、日本の

得意な大型計算機を使ってモデルを解明すれば精

度が上がってくると思います。 

 来週マニラに行くのですが、イギリス気象庁の予報

を見たら、スコールによる大雨で、河川氾濫などとど

うしようかと！ランドクルーザーやジープなどの車を

手配して楽しんでこようかと思っています。 

 今日はガバナー公式訪問例会のリハーサルとなり

ますので皆さん当日の流れを確認していただければ

と思います。宜しくお願いいたします。 

第３５９回 例会 １０月１５日 草加市文化会館 

皆さんこんばんは、10月に入りましたが今年はもう

しばらく台風の警戒が必要とのことです。天気予報を

見てみますと、現時点で本州の南の方のか海面水

温が依然として２７・２８度になっています。例年に比

べると３度くらい高くなっているということで、台風が

発生しやすい状況が続いているということです。この

ため今発生している台風１９号ですが、８日９時現在

猛烈な勢力に発達している。衛星写真を見ますと、

前回の千葉を襲った台風よりかなり大きいというとこ

ろでございますので、台風１５号をはるかに超える規

模と強さで３連休あたりに日本に近接するという予報

のようです。東京で大規模災害の確立は４７％という

ことで、前回の３２％、１５ポイントくらい上がっていま

す。会員の皆さんに置かれましては十分に用心をし

ていただきたいというところでございます。 

台風の予測ですが、日本の気象モデルを使ってい

るのではなくて、一番あたるのはイギリスの気象モデ

ルだそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９‐２０年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは世界をつなぐ 

 

会長 飯山英彦     幹事 富永 悟 

会 長：飯 山 英 彦 

幹 事：富 永  悟 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770 地区第 9 グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  



◆ 15日当日のスケジュール 

１６：３０             会長・幹事・会長エレクト・事務局員集合 

１６：３０～１７：００     ガバナー会場に到着 

１７：００～１７：５０     会長・幹事懇談会（ガバナー補佐・会長エレクト同席）    応接室 

１７：００             会員集合 

１７：００～１７：４５     食事                                            グリーンパル 

１７：５０             記念撮影                               レセプションルーム 

１８：００             開会点鐘 

１８：３０～１９：００     小林 操ガバナー卓話 

１９：１５             閉会点鐘 

１９：１５～１９：３０     休憩・準備 

１９：３０～２０：４５     クラブ協議会   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

例  会  18：00～ 19：15         司会  ＳＡＡ 来栖勝幸会員   

18：00  ・開会点鐘                     ・会長挨拶 

          ・国歌斉唱                               ・幹事報告 

・ロータリーソング斉唱          ・入会式 

・ロータリーの目的              18：30  ・小林 操ガバナー卓話 

・四つのテスト唱和                ・ニコニコ・出席報告 

・お客様紹介                   ・閉会点鐘 

  

クラブ協議会   19：30～ 20：45         進行  飯山英彦会長   

＊ 管理運営部門         (田中委員長)   ＊ 奉仕プロジェクト部門   （牛山委員長） 

  プログラム委員会     （佐々木委員長）    職業奉仕委員会      (岡田委員長) 

出席委員会             （福本委員長）   社会奉仕委員会     （会田委員長） 

親睦活動委員会       （長谷部委員長）    国際奉仕委員長     （山口委員長） 

ロータリー情報委員会     （川井会員）      青少年奉仕委員会      （瀬戸委員長） 

ガバナー講評                               ガバナー講評 

＊ 公共イメージ部門        （鈴木委員長）  ＊ ロータリー財団部門 （加藤(芳)委員長） 

  ガバナー講評                              

＊ 会員増強維持部門    （二階堂委員長）  ＊ 米山記念奨学部門    （高橋(昌)会員） 

会員増強維持委員会     （渡辺委員長）   ＊ ＳＡＡ            （来栖会員） 

 職業分類選考委員会    （大塚委員長）  ガバナー講評 

ガバナー講評                               

＊ 市川英敏ガバナー補佐挨拶 

＊ 閉会  
2019 年 10 月 15 日（火） 

草加市文化会館 レセプションルーム 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発表時間について 

   各１分、時間になったら金を鳴らす 

 

 市川英敏ガバナー補佐より 

   ・当日はプロジェクターとスクリーンの用意をお願い致します。 

    パソコンはお持ちになります。 

    マイクは、ピンマイクがあるとよいかと思いますが、いかがでしょうか？ 

  Ａ）マイクスタンドとワイヤレスを使って用意します。 

   ・ガバナー面談の時にクラブ定款・細則のチェックがあります。 

年度計画書に本来はついているものなので 

       Ａ）補足で入れるよう準備しています。 

   ・規定審議会で定款細則もだいぶ変わっています。以前のものとは出席のことなどかなり変わりました。 

 メーキャップ・カードなども年度内（６月３０日）までに提出すればよいとの判断になりました。 

 まだ変えてないようでしたら、以前のもので、まだ変えていませんと言う形で良いと思います。 

   ・奉仕プロジェクト部門に青少年奉仕が入っていらっしゃいますが、今地区では奉仕プロジェクト部門は、 

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の３つです。 

青少年奉仕は別の部門になっていますので、出来ましたら分けていただければと思います。 

・年度計画書を読まないでとの話が毎年ありますが、私は今まで２つのクラブ経験させていただきました。 

    草加シティＲＣさんは、発表者が８名でした。１時間で終わりました。 

    うちのクラブ（八潮みらいＲＣ）は、先週やりましたが、例年２時間かけていますが、今年は１時間でやる

約束でしたので部門委員長だけの発表であとは質疑応答でやりました。 

それでも１時間１５分かかりました。 

    やり方は、クラブの自由なのですが、正直な所、ガバナー補佐をさせていただいて、初めて他のクラブの

クラブ協議会を経験しました。ガバナー補佐経験者の方は、色々な所に出られて経験されていると思い

ます。どんなやり方でも良いと思います。 

   ・ガバナーが一番気にされるのは、ご自身、財団部門が長かったので、寄付額など質問されます。 

   ・ガバナー講評は１回に５分以上です。お話されたいことがたくさん御有りになるので、タイムキーパーも

必要かと思います。 

   ・当日は越谷中ＲＣがあります。５時までにはお連れしますと連絡がありました。 

   ・時間内に終わるよう発表時間を記入します。 

   ・各委員長の発表時間  １分    ガバナー講評   ５分 

   ・ロータリーソング   奉仕の理想 

   ・ソングリーダー    小笠原薫子会員 

   ・記念撮影  例会前に行う 

    テーブルセッティングを少し後ろに 

   ・当日の欠席者 

   出席委員会    福本委員長が転勤で退会のため発表は田中部門委員長にお願いします。 

   会員増強維持委員会  渡辺委員長が所用のため欠席 

   青少年奉仕委員会    瀬戸委員長が留学のため欠席 

 

  市川ガバナー補佐本日はご指導をありがとうございました。 

    

 



 

        

 

 

   

 

１０月８日 ニコニコＢＯＸ 

金額 21,000円 累計 228,500 円 

１０月８日  出 席 報 告 

会員総数 42 出席 ２０ 

出席免除  8 ＭＵ  ２ 

出席適用 34 出席率 64.71 

市川 英敏様  来週の公式訪問、宜しくお願い致します。 
飯山 英彦会長 ガバナー公式訪問リハーサル宜しくお願い致します。市川ガバナー補佐ようこそ！ 
富永  悟幹事 市川ガバナー補佐ようこそ、本日はご指導ありがとうございます。 
池田 国雄会員 ご無沙汰しております。 
牛山 信康会員 赤いＴシャツが揃って壮観です。気持ちよく小林ガバナーをお迎えしましょう。 
大塚 嘉一会員 先日の台風ではゴルフ練習場の支柱が経入れて近くの家の屋根が壊れるという事故が起き

ました。所有者は、土地工作物責任を負うことがあります。皆さんも気を付けて！ 
岡田 明久会員 １５日の公式訪問のリハーサルとのことでよくわからないけど、宜しくお願いします。 
川井 大輔会員 市川ガバナー補佐ようこそ、台風１９号の進路が心配です。 
加藤 芳隆会員 ガバナー公式訪問リハーサル宜しくお願い致します。地区大会ゴルフコンペに行って来まし

た。プレステージのグリーンは、難しく大変でした。 
木村 博行会員 一昨日カゼをひきました。急に寒くなって油断しました。 

来週のガバナー公式訪問には１００％にします！ 
勝浦 雅和会員 来週の公式訪問例会は、仕事でどうしても出席できません。本当に申し訳ありません 
来栖 勝幸会員 公式訪問例会リハーサル、市川ガバナー補佐、お疲れ様でした。ありがとうございます。 
高橋 昌夫会員 幼児教育の無償化が始まりました。市によって対応がまちまちで、幼稚園の事務量はとんで

もなく増えました。それに対する予算の手当てはないようです。 
田中 和郎会員 朝涼しかったので、庭の芝を刈って一汗かきました。 

二階堂祐司会員 先日義父が瑞光双宝章という叙勲をいただきました。身近に受賞する人が結構いるのだなあ
と思いました。私にはまったく縁がありませんが… 

長谷部健一会員 今日のガバナー公式訪問例会リハーサル宜しくお願いします。 
来週はしっかりと成功させましょう！ 

福本  孝昭会員 短い間でしたが、ありがとうございました。 
横山 正一会員 お世話になります。 

 幹事報告      富永 悟幹事 
  皆さんこんばんは、幹事報告させていただきます。 
＊台風１５号災害の義援金のお願いということで、当
クラブといたしましては、会員数×５００円ということ
で、クラブから 21000 円を送金させていただきまし
た。 
＊ＲＬＩパートⅡのご案内 
  日時  11月 23日（土） ９：３０～１７：３０予定 
  場所  埼玉会館 ３Ｃ会議室 
 前登録ということで、当クラブからは木村エレクト・ 
 藤（芳）が参加予定です。宜しくお願い致します。 
＊地区のあゆみⅢ  
  先日配布しました「地区のあゆみⅢ」の   
  ということで、届いております。補足事項があるとい
うことで届いておりますので、「地区のあゆみ」に挟ん
で保管していただければありがたいと思います。 
＊来週は、ガバナー公式訪問ということで本番になり
ます。きょうＴシャツを忘れてしまった方もいらっしゃい
ますが、「ＥＮＤ ＰＯＲＩＯ ＮＯＷ」の赤いＴシャツを全
員が着用しての公式訪問例会となりますのでお忘れ
のないよう宜しくお願いいたします。 

今後のプログラム 
10/22  24日のロータリーデーに振替 

    草加シティＲＣと合同例会  中央公民館 

10/29  卓話 直前ガバナー補佐 中央公民館 

           金杉 豊様 

 

  

 
皆さんこんばんは、先日も報告させていただきました通り、小山支店の方に転任になりました。急で１

週間の引継ぎで嵐のごとくバットいなくなる状況で、２年半こちらのクラブでお世話になりました。最初

はどのようなことをやるのかと手探りで参加させていただきましたが、皆さんの笑顔、 

来た時に皆さん良い笑顔をされている。クラブは笑顔で成り立っていると感じました。 

私もこの経験を活かしまして小山に帰った時に奉仕活動などできるよう努力して 

いきたいと思います。皆さんも体に気を付けていただいて益々のご発展をお祈り 

しています。２年半本当にありがとうございました。 

 


