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国歌・ロータリーソング斉唱  

国歌                    君が代     

ロータリーソング           奉仕の理想 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

星野光生会員 

 

 

本日お客様 

 

 

   斎藤徹様 

会長挨拶            田邊 聖 会長 

 皆さまこんにちは。7月 14日以来

のホーム例会です。先週月曜日に

ようやく梅雨が明け連日猛暑日が

続いています。十分に水分補給す

るなど体調管理に留意してください。今日は皆

さまに嬉しいお知らせがあります。本日の理事

会で新入会員推薦が承認されました。本田邦

光さん 40 歳です。詳細は幹事報告であると思

いますが、ガバナー公式訪問時には小林ガバ
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ナーからバッジをつけて頂けると思います。久

保学会員増強委員長にご尽力いただきました。

ありがとうございます。さて、今日は 9月 14日か

ら予定されている親睦旅行についてご案内いた

します。今回の旅行は秋田県能代市のおなごり

フェスティバルをメインに秋田のなまはげ、岩手

県の中尊寺金色堂の世界遺産を巡る旅を計画

いたしました。おなごりフェスティバルは能代市

の青年会議所が 32 年前に開催したのが始まり

だそうです。ゆく夏を惜しんで竿灯祭りねぶた

祭り、浅草カーニバルなど全国のお祭りが参加

するそうです。今回も旅のしおりを製作いたしま

した。次回の例会時にはお配りできると思いま

す。坂口親睦・家族委員長中心に委員会で楽

しい旅を企画していただいています。楽しみし

ていてください。今月は 28 日にガバナー公式

訪問、21 日には公式訪問前準備の例会を予定

しています。ガバナーと直接お話しできる年に

一度の機会です。全員出席でお迎えしたいと

思っています。皆さまのご協力をお願いたしま

す。本日も最後までよろしくお願いたします。 

 

幹事報告             朝見卓也幹事 

皆さん、こんにちは。 

本日の幹事報告をさせていただき

ます。 

当クラブ内のことが 5点、地区関係

が 2点ございます。 

1. 8月 14日は休会です。 

8月 28日に公式訪問例会があります。当日 

の集合時間は、10時 30分です。 

またそれに伴い、8月 21日の例会時に島村

ガバナー補佐が来られます。公式訪問準備

例会となっておりますので皆様の協力お願

い致します。 

2.  9 月 3 日に鴻巣市商工会青年部チャリティ

ーコンペがございます。 

3. 本日の理事会で本多君の入会が承認されま

した。異議申し立てがございましたら１週間

以内に幹事の朝見まで宜しくお願い致しま

す。 

4. 例会終了後、クラブ戦略計画委員会がありま

すので、委員の皆様の出席を宜しくお願い

致します。 

5. 親睦旅行の件ですが、一人あたり 11万 5千

円かかる予定になっています。その中で、奨

学生のダン君も出席していただこうと思って

います。彼は学生で全額自己負担が厳しい

と思われますので、完全有志で寄付を集め

たいと思っております。ご協力のできる方は

よろしくお願いいたします。 

 

地区関係 

1.  8月 31日にロータリー・リーダーシップ研究

会（RLI）パート１がありますので担当の会員

の出席をお願いいたします 

2.  10月 7日にポリオ撲滅チャリティーゴルフコ

ンペの案内が来ております。 

 

以上本日の幹事報告です。 

 

結婚・誕生祝い  

会員誕生祝い  

久保 学会員       松本安永会員     

 

令夫人誕生祝い 

木下正江様（木下純一会員）石井章子様（石井英男会員） 
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おめでとうございます 

乾杯            細野潤一会員 

 

 

 

米山記念奨学生奨学金授与 

米山記念奨学生          唐 鉉峻さん 
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街活性室(株)代表取締役      斎藤徹様 

 

 

 

地区セミナー報告 

職業奉仕委員会        馬場知行委員長 

 

 

 

 

 

特別委員会         成田志津子委員長 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

ロータリー財団・米山記念奨学部門 

                 松本安永部門長 
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出席報告        井上脩士委員長 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告      木下純一副 SAA 

 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 65,000 円

本 日 の 合 計 21,000 円

次回繰越金合計 86,000 円  
 

今後の活動予定 

編集後記 

女子ゴルフで海外メジャー初出場の渋野日

向子（２０＝ＲＳＫ山陽放送）が「ＡＩＧ全英女

子オープン」（英ミルトンキーンズ・ウォーバー

ンＧＣ）を制したことは、日本中に衝撃を与え

ている。プロテスト合格からわずか１年での大

快挙に、称賛の声はやまない。「スマイル・シ

ンデレラ」 渋野日向子 選手に着けられた

ニックネーム。あの笑顔がすべて。 世界中

を笑顔にしたのが彼女のスマイルでした。 

その笑顔を見ているすべての人が幸せにな

りました。 

 

笑顔って素晴らしい！ 

今日も笑顔で過ごしましょう。 （宮内） 

笑顔の法則  楽しいから笑顔になるのでは

ない。笑顔でいるから楽しくなる   

 本日 修正 

 8月 7日 7月 31日 7月 17日 

 1299回 1298回 1297回 

 通常例会 移動例会 通常例会 

会 員 数 32 33 33 

出 席 数 22 33 23 

欠 席 数 10 0 10 

例会出席率 68.75% 100％ 69.70 

Ｍ Ｕ 数 0 0 3 

合計出席数 22 33 26 

出 席 率 68.75% 100％ 78.79 

スマイル 1  斎藤徹様、卓話よろしくお願い致します。 

津田健三会員・宮城 仁会員・加藤 勉会員・馬場知行会

員・山口光男会員・松本安永会員・加藤文男会員・井上脩

士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・

田邊 聖会員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一

会員・宮内たけし会員・松村豪一会員・朝見卓也会員・石

井洙光会員・久保 学会員・星野光生会員 

クラブ会報委員会 

委員長  宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員  井上脩士  寺西修身   星野光生 

8月 21日

（火） 

第 1300回通常例会 

Ｇ補佐来訪 

8月 28日

（水） 

第 1301回通常例会 

小林Ｇ公式訪問 

9月 4日

（水） 

第 1302回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

9月 11日

（水） 

第 1303回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

9月 14日（土）

～16日（月） 

第 1304回移動例会 

親睦委旅行（能代おなごりフェ

スティバル） 

9月 18日

（水） 
振替休会 

9月 25日

（水） 

第 1305回通常例会 

外来卓話（地区ポリオ委員会） 

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B8%8B%E9%87%8E%E6%97%A5%E5%90%91%E5%AD%90&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B8%8B%E9%87%8E%E6%97%A5%E5%90%91%E5%AD%90&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%B1%B1%E9%99%BD%E6%94%BE%E9%80%81&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%EF%BC%A1%EF%BC%A9%EF%BC%A7%E5%85%A8%E8%8B%B1%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
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