
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆ お客様     米山奨学生   徐 緒隆 君 

◆ 会長あいさつ     木村博行 会長        

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２９日の例会記録 

 

 

第４０２回 例会 １０月６日 草加市文化会館 

皆さんこんばんは、最近私の仕事もいそがしく

なってきました。今はどこにも行かれないので、

来週はガバナーに世界情勢ではありませんが、

ロータリーの現状をお聞きしながら、来年、もっと

先の未来について良い話をお聞きしたいと思って

おります。来週は皆さんと一緒にガバナーをお迎

えして、草加松原ロータリークラブの現状を確認

させていただき、改善できることがあれば改善し

ていきたいと思っておりますので宜しくお願い致し

ます。今日は、来週のリハーサルを宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０‐２１年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは機会の扉を開く 

 

会長 木村博行   幹事 加藤芳隆 

会 長：木村 博行 

幹 事：加藤 芳隆 

 

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  

 幹事報告      加藤芳隆幹事 

  皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただき

ます。 

＊地区大会のお知らせ 

  11月 14日（土） ロイヤルパインズホテル 

      講演・レセプション   会長が出席 

  11月 15日（日） 川口リリア メインホール 

      １１：３０～登録  全員出席下さい 

＊「医療関係者へのお礼のポスター」を佐々木ガバ

ナー補佐からお預かりしています。6 枚ありま

す。貼っていただける方はお持ち下さい。 

＊10 月 5 日「地区大会ゴルフコンペ」山口会員・田

中会員・篠宮会員と私の 4 人で優勝目指して参

加してまいりますので宜しくお願い致します。 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

例  会  18：00～ 19：10          司会  ＳＡＡ 森 勇一会員   

18：00  ・開会点鐘                     ・幹事報告 

         ・国歌斉唱                               ・入会式 

・ロータリーソング斉唱          ・徐君へ奨学金 

・ロータリーの目的              18：30  ・中里公造ガバナー卓話 

・四つのテスト唱和                ・ニコニコ 

・お客様紹介                   ・出席報告 

・会長あいさつ         19：10 ・閉会点鐘 

 

休憩  19：10～19：15 

 

クラブ協議会   19：15～                 進行  木村博行会長   

＊管理運営部門      (富永 悟委員長)    ＊ 奉仕プロジェクト部門（佐々木一男委員長） 

  プログラム委員会    （牛山信康委員長）    職業奉仕委員会    （鈴木秀世委員長） 

出席委員会          （川井大輔委員長）   社会奉仕委員会   （会田小弥太委員長） 

親睦活動委員会      （山口昭人委員長）    国際奉仕委員長    （大塚嘉一委員長） 

ロータリー情報委員会（高橋昌夫委員長）      青少年奉仕委員会   （瀬戸健一郎委員長） 

ガバナー講評                                  ガバナー講評 

＊公共イメージ部門  （渡辺美和子委員長）   ＊ ロータリー財団部門  （小笠原薫子委員長） 

＊会員増強維持部門                      ＊ 米山記念奨学部門     （田中和郎委員長） 

会員増強維持委員会  （松田龍美委員長）  ＊ ＳＡＡ             （森 勇一会員） 

   職業分類選考委員会 （山崎秀美委員長）  ガバナー講評 

ガバナー講評                               

＊佐々木一男ガバナー補佐挨拶 

＊閉会  

 

 

2020 年 10 月 6 日（火） 

草加市文化会館 第１会議室 



◆ ６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予定 

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）    第１研修室 

１７：００             会員集合 

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

１７：５０             記念撮影                               第１会議室 

１８：００             開会点鐘 

１８：３０～１９：００     中里公造ガバナー卓話 

１９：１０             閉会点鐘 

１９：１０～１９：１５     休憩・準備 

１９：１５～２０：１５     クラブ協議会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式訪問確認事項 

入会式について 

  ＊ 入会者  ２名 

加州洋介さん    紹介者   富永 悟会員 

             鈴木 努さん            加藤芳隆会員 

  ＊ 手順  ・入会告辞（会長から渡す） バッチは中里ガバナー付けていただく 

・入会者紹介に感謝状 （会長から渡す。 その後、紹介者が入会者を紹介） 

         ・入会者あいさつ 

  ＊ 用意するもの  ・入会告辞書   ・ロータリーの目的、四つのテスト 

・バッチ       ・エンブレム    ・感謝状      

クラブ協議会 委員長発表について 

・ＺＯＯＭで参加予定（高橋昌夫ロータリー情報委員長 ） 

・マイク 2本用意 

・例会場の音声がＺＯＯＭ参加者に聞こえるよう Bluetooth イヤホンの用意 

・茶菓子の用意はなし 

・看板は会田会員に依頼 

・発表時間については 1分程度 

佐々木一男ガバナー補佐より 

   ・ガバナーはソーシャルディスタンスを気にされています。  

スペースがあるので、もう少し広めに設営をお願いします。 

   ・おみやげの用意をお願いします。 

    

 
 

 

 ・時間がない、体調がわるいなど、都合で例会場に行かれない場合は、 

  是非ＺＯＯＭでご参加ください。 

 ・ＩＤ／パスワードは毎回共通です。 

毎週発送している例会案内にも掲載しています。 

 ・使い方がわからない方は、会長・幹事までお声掛けください。 



 

 

      

 

 ９月２９日 ニコニコＢＯＸ 

金額 14,000円 累計 133,000 円 

９月２９日  出 席 報 告 

会員総数 39 出席 16 

出席免除  6 ＭＵ  4 

出席適用 33 出席率 60.61 

木村 博行会長 だいぶ秋めいて参りましたね。いよいよガバナー訪問が近づいて参りました。 

        皆さん力を合わせてお願い致します。 

加藤 芳隆幹事 今日は、ガバナー公式訪問の予行を宜しくお願いします。 

会田小弥太会員 だいぶ日が短くなりました。これからは仕事にも影響が出ます。 

牛山 信康会員 中里ガバナーを気持ちよくお迎えしましょう。 

小笠原薫子会員 ご無沙汰しておりました。昨夜、私お会社の決算、確定申告が終わりました。 

9月も無事に終われそうです。コロナが 1日も早く収束しますように。 

川井 大輔会員 ようやく秋めいてきて過ごしやすくなりました。 

佐々木一男会員 ガバナー公式報恩リハーサルご苦労様です。10/6公式訪問宜しくお願いします。 

田中 和郎会員 来週はガバナー公式訪問です。出席率を上げて中里ガバナーを歓迎しましょう。 

富永  悟会員 来週の本番に向けてがんばりましょう。 

二階堂祐司会員 2週間前にやったギックリ腰がまだ痛いです。靴下をはくのが大変です。 

松田 龍美会員 早いですね、今年も残り 3か月です。本日もお世話になります。 

長谷部健一会員 めっきり秋らしくなってきました。 

来週のガバナー公式訪問のためのリハーサル宜しくお願いします。 

森  勇一会員 9/18より 10/30食奉の夜話会のキャラバンで各クラブへ廻っております。 

地区への出向はこんなに忙しいものだとは思っていませんでした。 

        皆さん、10/30パレスホテル大宮、よろしくお願いします。 

今後のプログラム 
10/13  結婚祝 ロータリー情報  中央公民館 

10/20  卓話 山崎秀美会員    レセプション 

10/27  卓話 米山奨学生 徐 緒隆君 

                      レセプション 

 

  

.開催日   １１月１４日（土） 晩餐会 

会場  ロイヤルパインズホテル浦和 

        １１月１５日（日） 本会議 

会場  川口総合文化センターリリア 

点鐘  １２：３０ 

 

 

 開催日  １０月５日（月） 

 コース  プレステージカントリークラブ  

東・西コース 

参加者  加藤芳隆幹事  篠宮時雄会員 

       田中和郎会員  山口昭人会員 

 

 

 
皆さん 

ご参加下さい 


