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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

会 長 挨 拶 2 0 1 8 . 1 0 . 2 4  W E D

2018 年 11月 7日のガバナー公式訪問に向けて、リハーサルを実施しました。

　今日は。徳山です。
　本日は、ガバナー公式訪問リハーサルをします。地
区から第３グループガバナー補佐の熊木さんをお招き
しました。後程クラブ協議会において講評をお願いい
たします。
　さて地区大会が目前に迫ってきました。本日も前回
同様に地区大会に向けての案内をいたします。集合時
間が変更になりましたのでお間違えなく参加願います。
　大会前日１１月９日（金）と当日１０日（土）１１日（日）
は、飯野地区幹事の指示により大会運営の準備・協力
をお願いします。
　なお、集合時間の変更時間は下記のとおりです。

　次に９日（金）の参加人員は現在 ３２ 名です。
　当日の主な業務としては業務資料の確認と袋詰及
び役割分担等の説明があります。　
　所要時間：２時間程度を予定しています。
　１０ 日（土）の参加人員は ３８ 名です。
　当日の主な業務としては１１：００から明日のリハーサル
（全員登壇の確認）その後食事、弁当が配布されます。

　午後は １２：３０ 登録開始　１３：００ 点鐘となり本会議
に入ります。
　１7：００ に閉会し１7：３０ から場所をパレスホテル大宮
ローズルームに移動しＲＩ会長代理歓迎晩餐会出席し
ていただき ２０：００ 閉宴、解散です。出席をお願いする
方は別途通知いたします。
　１１日（日）参加人員は現在 ６３ 名です。
　集合時間は １０：００　打合せ→食事（弁当）をしてい
ただき、１１：３０ に登録開始、１２：１０ に点鐘、そしてセ
レモニーとなります。
　１4：２０ ～１5：３０ は第 ２77０ 地区 75 クラブのロータリ
アン全員登壇しクラブ紹介となりますのでこの時間帯
はクラブ全員の出番です。会長とともに行動していただ
きます。　　　　　　　
　その後 １６：45 ～１7：5０ は講演＆公演：八神純子さん
があり１８：２２ 閉会となります。
　１８：３5 ～１9：45 は場所を移動して懇親会に参加し、
２０：００ から打上（反省）会をパレスホテル「瑞麟」で行
います。
　盛りだくさんの行事でありますが、約半世紀ぶりの
地区大会ホストクラブとしてしっかりと中川年度を盛り
立てていきましょう。

⃝₉日（金）	 １7：００ ／ソニックシティ
	 	 １階エレベーター前
⃝ １０ 日（土）	 ₉：３０ ／２階小ホール
⃝ １１ 日（日）	 ₈：３０ ／１階大ホール

クラブ協議会～公式訪問リハーサル～ 
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当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

石巻東スポーツ少年団交流大
会、毎年楽しみにしています。

〈善行地潔〉

高野山で宿坊に泊まり朝の
勤行体験して来ました。般
若心経、口がまわらなかっ
た…。

〈渋木理俊〉

結婚記念日のお祝、ありが
とうございました。

〈諏訪慶三〉

田中さん、アクトのフリーマー
ケットおつかれ様でした。

〈三浦　守〉

地区大会を盛りあげましょう。
〈徳山義行〉

キリンビール笠原さん、これ
からよろしくお願いします。

〈森　正志〉

明日からネパールの学校建
設の引き渡し式に出かけま
す。

〈本多　隆〉

在会記念のお祝い有難うご
ざいました。

〈祝原英隆〉

藤澤会員、司会ありがとう
ございます。

〈栗岡宏治 ･ 徳山義行〉

藤澤さん、司会ご苦労様です。
〈小林治夫 ･ 遠藤省吾 ･本間　玲〉

藤澤会員、本日の司会お疲
れ様でした。

〈戸井田修〉

藤澤さん、司会よろしくお願
いします。

〈矢崎直良〉

公式訪問前例会よろしくお
願い致します。

〈国際ロータリー第 2770 地区 第３G ガ
バナー補佐　熊木広光様〉

熊木ガバナー補佐ようこそ！
本日はご指導よろしくお願
い致します。

〈大竹　敦 ･ 鈴木俊一 ･ 川島利雄 ･ 大瀧
榮壽 ･ 小坂良二･ 岩﨑　彰 ･ 徳山義行 ･
山本和保 ･ 永嶋良一 ･ 遠藤省吾 ･ 田中
康之〉

熊木ガバナー補佐、本日は
有難う御座居ます。

〈岩井良彦 ･ 竹内裕司〉

熊木ガバナー補佐、本日は
宜しくお願い申し上げます。
地区大会のご協力もお願い
致します。

〈荒井　渉〉

熊木ガバナー補佐、いつも
お世話になっております。

〈内藤考三〉

熊木ガバナー補佐ようこそい
らっしゃいました。公式訪問
リハーサルよろしくお願いし
ます。

〈浅野　仁〉

熊木ガバナー補佐ようこそ！
〈齋藤守毅〉

熊木広光ガバナー補佐、よ
うこそ大宮 RCへ。

〈小川和信〉

第３グループガバナー補佐
熊木様、本日はよろしくお
願いします。

〈進藤博司〉

笠原会員、入会おめでとう
ございます。

〈岸　聡･永嶋良一･浅野　仁･小川和信〉

日付をまたぐ地区大会の熱
い話し合い!楽しかったです!
絶対成功させましょう !!

〈足立空也〉

祝原さん、清水さん在会 5
年おめでとうございます。

〈江本尚浩〉

本番の成功を祈ります。
〈加藤俊治〉

先日の地区大会ミーティン
グ、大宮 RC の大勢の方と
遅くまで楽しかったです。

〈江本尚浩〉

次回例会案内
2018 年 11月 7日（水）17:10 集合／17:30 点鐘　パレスホテル大宮10月 24日 第 3108 例会 80 名（76 名） 46 名（60.53%）

10月 3日 第 3106 例会 13 名（62 名） 82.67%

ご協力ありがとうございました。

10月24日の合計金額 47,000円
（ 10月24日までの累計金額746,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

17:30 開会／17:55閉会
公式訪問

18:00開会／18:50 閉会
クラブ協議会

19:00開会／21:00 閉会
懇親会

お客様のご紹介［浅野副会長］

米山功労者 感謝状の贈呈
［渋木会員・竹内会員・戸井田会員］

委員会報告
［永嶋会員・荒井会員・岩井会員］ 出席率の報告［鈴木会員］

在会記念祝 ［祝原会員］

幹事報告［三浦幹事］

国際ロータリー第 2770 地区
第３Ｇガバナー補佐 ［熊木様］

入会式　キリンビール株式会社
埼玉支社 支社長 ［笠原様］ 点鐘


