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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
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情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１２月１１日（日）

１２月２０日（火）

１月１０日（火）

１月１７日（火）

１月２４日（火）

１月３１日（火）

２月 　７日（火）

卓話　地区職業奉仕委員会／石﨑孝委員長

第４回クラブフォーラム「職業奉仕について」

卓話

卓話

籾山・赤澤・松川（健）・田辺

松川（健）・森川

4

2

87.1

93.55

２７

２９

２５７４

２５７５

２５７６

２５７７

１２：３０

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥３１,０００  累計 ￥３２４,６２４

◆綾瀬ＲＣ中村明正様／お世話になります。

◆宮東悠会長／２０１６年度の最終スマイル、前期も今日で終

わりますが後期もよろしくお願いいたします。スマイル委員の

皆様に感謝申し上げます。

◆伊藤健司幹事／本年最終例会です。半期色 と々お世話に

なりました。来年もどうぞよろしくお願いします。

◆松川清会員／お世話になっているお上様の誕生祝い、あり

がとうございます。健治君も５年の在籍となりましたが、つかれ

が出てきた様子です。

◆岡田安二会員／１２月は今日が最終例会です。スマイルが

少ないようですので、スマイルします。

◆古木通夫会員／多難な古希の一年ももうちょっとです。皆

さま良いお年を！

◆本田誠一会員／皆さまと共に元気で一年を終わろうとして

います。新年も感謝で迎えたいと思います。

◆花岡正会員／宮東会長、伊藤幹事、半年間ご苦労様でし

た。あと半期ガンバッテ下さい。

◆石高誠一会員／本年は、大変お世話になりました。来年も

よろしくお願いします。体に気を付けて頑張りましょう！

◆小金澤和夫会員／今年も残り少なくなりました。皆さん元

気で新しい年を迎えてください。

◆長谷川衛会員／半期最後の例会となりました。皆様のご協

　　早いもので半期の最終例会になりました。まず始めに会員のみなさまのご協力に対しまし

て感謝を申し上げます。

　　今日までありがとうごいました。今年度はＲＩ会長ジョン・ジャームの「人類に奉仕するロー

タリー」この非常に短い、単純とも思える素晴らしい言葉が会長の今年のテーマでした。

　　私はこの年度を大切にしたい、５つの奉仕活動すべてが大切ですが、特にクラブ奉仕、会

員増強、職業奉仕に力を入れたいと申し上げました。これらの基本は「四つのテスト」がすべ

てで、これが国際理解・親善・平和を推進する事に繋がります。

８月：会員増強・拡大月間

９月：基本的教育と識字率向上月間

１０月：経済と地域社会の発展月間

１１月：ロータリー財団月間

１２月：疾病予防と治療月間、でした。

　　月間には会員にご理解、ご協力に対しまして感謝を申し上げます。

後期の奉仕活動をご期待申し上げて私の半期報告と致します。

追伸：第６グループの会合も今月で（会長・幹事会）６回が終了しました。

１０月１５～１６日　地区大会　大磯プリンスホテル

１０月３０日（日）献血、イオン

１１月１２～１３日　やまと産業フェア―

１１月２６日（土）花巻南ロータリークラブ５０周年式典参加（１６名）

力に感謝申し上げます。

◆籾山豊会員／メンバーの皆様に不

義理を致しましたこと、お許しくださ

い。一年間お世話になりました。

◆井上勝彦会員／先日のクリスマス

パーティ、大変エンジョイしました。担

当の皆様方ご苦労様でした。

◆鈴木喜一会員／本日は誕生日の

御祝いありがとうございます。

◆佐々木和夫会員／本年も一年間お世話になりました。来

年もよろしくお願いいたします。皆さま良いお年を…

◆佐々木和夫会員／誕生日祝いありがとうございました。

◆増正之会員／宮東会長、伊藤幹事、半期ご苦労様です。

◆赤澤多加志会員／今年最後のスマイルを無事終えまし

た。来年担当の委員の方、よろしくお願いいたします。

第25７２回　2016年1２月２０日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／なし

ビジター／綾瀬ＲＣ　中村明正様

会長の時間

幹事報告

・第３８回米山功労クラブ感謝状が届

きました。

・2019－2020年度ガバナー　ノミ

ニー確定宣言

・花巻南ＲＣ50周年式典参加の御礼

状が届きました。

・社会・国際奉仕活動事例紹介セミ

ナー・・・該当者：武田会長エレクト、

戸張会員・三浦会員・馬郡会員・相原会員・田辺会員・片山会員

・財団より認証品が届いております（マルチプルポールハリスフェ

ロー）。佐々木会員-PHF6／長谷川会員-PHF4／伊藤健司会員

-PHF1／赤澤会員-PHF1

・本日、午後６時３０分より第7回理事会があります。

・１２月２７日・１月３日の例会は休会です。

【ポスティング】

・次第・週報

・クリスマス会収支報告書・新会員住所・すべての拉致被害者の

帰国を目指して・社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー開催に

ついて（３年未満の新会員）

【回覧】

・IM出欠表・米山功労クラブ感謝状・2019－2020年度ガバナー

ノミニー確定宣言・花巻南ＲＣ50周年記念式典御礼状・国際ロー

タリー日本事務局　RIJO-FAQサービスのご案内・ハイライトよね

やま・第8回　やまと子ども絵画大賞ご後援御礼とご報告

・台北七星ＲＣ/相模原南RC週報・アトランタ国際大会旅行案内・

ガーディアンエンジェルス活動報告・アムダ活動報告

こんにちは！　１１日のクリスマ

ス家族会には多くの会員ご家

族にご参加いただきまして、誠

にありがとうございました。

アトラクションに相原会員ご

夫妻の乾杯歌は１６年度のクリ

スマス家族会に花を添えてい

ただきました。

道岸会員の乾杯ののち、食事・歓談の後、バイオリンと

ピアノ演奏に佐藤えりな、恵村友美子さん、本当にすばら

しい演奏でした。演奏中にハプニングがありましてビック

リ致しましたが、その後は石高親睦委員長はじめ委員会

のみなさまには大変にお世話になりました。感謝申し上

げます。

ご家族・会員の参加者は松山事務局と５９名でした。

素晴らしい会場とお料理、ローストビーフの味も大変に

美味しく、特にケーキ類もすばらしい味でしたね！！　仲間に

感謝、健康に感謝の夕げでした。ありがとうございました。

伊藤　健司　幹事

スマイルボックス報告
赤澤委員

出席報告
松川委員

戸張ソングリーダー
お祝の報告

三浦親睦活動委員

ご夫人お誕生祝い
松川清君

ポールハリスフェロー受賞
赤澤多加志君

マルチプル
ポールハリスフェロー受賞
長谷川衛君

マルチプル
ポールハリスフェロー受賞
佐々木和夫君

ポールハリスフェロー受賞
伊藤健司君

お誕生祝い鈴木喜一君 お誕生祝い佐々木和夫君

クラブ奉仕委員長報告

スマイルボックス委員会

プログラム委員会報告 会員選考委員会報告会員増強委員会報告会報委員会報告

公共イメージ委員会報告

職業奉仕委員会報告 親睦活動委員会報告 青少年奉仕委員会報告

国際奉仕委員会報告 社会奉仕委員会報告 出席委員長報告

職業分類委員会報告

委員会報告

◆親睦委員会／石高誠一委員

クリスマス会の収支報告が出てますの

で確認してください。

クラブ協議会第３回

半期を終えて

委員会
活動報告



.1.24.17.10.3.27

２０１７年　１月１０日発行

.13.22.8.1.18.11.4.25.18２０１4.1.28 ２０１4.1.14

【大和ロータリークラブ活動方針　： 楽しい奉仕活動を】
宮東　　悠

武田　　茂

jimukyoku@yamato-rc.org

伊藤　　健司

森川　　良三

国際ロータリーテーマ

http://www.yamato-rc.org

http://www.yamato-rc.org

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３５（１２）

１２月１１日（日）

１２月２０日（火）

１月１０日（火）

１月１７日（火）

１月２４日（火）

１月３１日（火）

２月 　７日（火）

卓話　地区職業奉仕委員会／石﨑孝委員長

第４回クラブフォーラム「職業奉仕について」

卓話

卓話

籾山・赤澤・松川（健）・田辺

松川（健）・森川

4

2

87.1

93.55

２７

２９

２５７４

２５７５

２５７６

２５７７

１２：３０

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥３１,０００  累計 ￥３２４,６２４

◆綾瀬ＲＣ中村明正様／お世話になります。

◆宮東悠会長／２０１６年度の最終スマイル、前期も今日で終

わりますが後期もよろしくお願いいたします。スマイル委員の

皆様に感謝申し上げます。

◆伊藤健司幹事／本年最終例会です。半期色 と々お世話に

なりました。来年もどうぞよろしくお願いします。

◆松川清会員／お世話になっているお上様の誕生祝い、あり

がとうございます。健治君も５年の在籍となりましたが、つかれ

が出てきた様子です。

◆岡田安二会員／１２月は今日が最終例会です。スマイルが

少ないようですので、スマイルします。

◆古木通夫会員／多難な古希の一年ももうちょっとです。皆

さま良いお年を！

◆本田誠一会員／皆さまと共に元気で一年を終わろうとして

います。新年も感謝で迎えたいと思います。

◆花岡正会員／宮東会長、伊藤幹事、半年間ご苦労様でし

た。あと半期ガンバッテ下さい。

◆石高誠一会員／本年は、大変お世話になりました。来年も

よろしくお願いします。体に気を付けて頑張りましょう！

◆小金澤和夫会員／今年も残り少なくなりました。皆さん元

気で新しい年を迎えてください。

◆長谷川衛会員／半期最後の例会となりました。皆様のご協

　　早いもので半期の最終例会になりました。まず始めに会員のみなさまのご協力に対しまし

て感謝を申し上げます。

　　今日までありがとうごいました。今年度はＲＩ会長ジョン・ジャームの「人類に奉仕するロー

タリー」この非常に短い、単純とも思える素晴らしい言葉が会長の今年のテーマでした。

　　私はこの年度を大切にしたい、５つの奉仕活動すべてが大切ですが、特にクラブ奉仕、会

員増強、職業奉仕に力を入れたいと申し上げました。これらの基本は「四つのテスト」がすべ

てで、これが国際理解・親善・平和を推進する事に繋がります。

８月：会員増強・拡大月間

９月：基本的教育と識字率向上月間

１０月：経済と地域社会の発展月間

１１月：ロータリー財団月間

１２月：疾病予防と治療月間、でした。

　　月間には会員にご理解、ご協力に対しまして感謝を申し上げます。

後期の奉仕活動をご期待申し上げて私の半期報告と致します。

追伸：第６グループの会合も今月で（会長・幹事会）６回が終了しました。

１０月１５～１６日　地区大会　大磯プリンスホテル

１０月３０日（日）献血、イオン

１１月１２～１３日　やまと産業フェア―

１１月２６日（土）花巻南ロータリークラブ５０周年式典参加（１６名）

力に感謝申し上げます。

◆籾山豊会員／メンバーの皆様に不

義理を致しましたこと、お許しくださ

い。一年間お世話になりました。

◆井上勝彦会員／先日のクリスマス

パーティ、大変エンジョイしました。担

当の皆様方ご苦労様でした。

◆鈴木喜一会員／本日は誕生日の

御祝いありがとうございます。

◆佐々木和夫会員／本年も一年間お世話になりました。来

年もよろしくお願いいたします。皆さま良いお年を…

◆佐々木和夫会員／誕生日祝いありがとうございました。

◆増正之会員／宮東会長、伊藤幹事、半期ご苦労様です。

◆赤澤多加志会員／今年最後のスマイルを無事終えまし

た。来年担当の委員の方、よろしくお願いいたします。

第25７２回　2016年1２月２０日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト／なし

ビジター／綾瀬ＲＣ　中村明正様

会長の時間

幹事報告

・第３８回米山功労クラブ感謝状が届

きました。

・2019－2020年度ガバナー　ノミ

ニー確定宣言

・花巻南ＲＣ50周年式典参加の御礼

状が届きました。

・社会・国際奉仕活動事例紹介セミ

ナー・・・該当者：武田会長エレクト、

戸張会員・三浦会員・馬郡会員・相原会員・田辺会員・片山会員

・財団より認証品が届いております（マルチプルポールハリスフェ

ロー）。佐々木会員-PHF6／長谷川会員-PHF4／伊藤健司会員

-PHF1／赤澤会員-PHF1

・本日、午後６時３０分より第7回理事会があります。

・１２月２７日・１月３日の例会は休会です。

【ポスティング】

・次第・週報

・クリスマス会収支報告書・新会員住所・すべての拉致被害者の

帰国を目指して・社会・国際奉仕活動事例紹介セミナー開催に

ついて（３年未満の新会員）

【回覧】

・IM出欠表・米山功労クラブ感謝状・2019－2020年度ガバナー

ノミニー確定宣言・花巻南ＲＣ50周年記念式典御礼状・国際ロー

タリー日本事務局　RIJO-FAQサービスのご案内・ハイライトよね

やま・第8回　やまと子ども絵画大賞ご後援御礼とご報告

・台北七星ＲＣ/相模原南RC週報・アトランタ国際大会旅行案内・

ガーディアンエンジェルス活動報告・アムダ活動報告

こんにちは！　１１日のクリスマ

ス家族会には多くの会員ご家

族にご参加いただきまして、誠

にありがとうございました。

アトラクションに相原会員ご

夫妻の乾杯歌は１６年度のクリ

スマス家族会に花を添えてい

ただきました。

道岸会員の乾杯ののち、食事・歓談の後、バイオリンと

ピアノ演奏に佐藤えりな、恵村友美子さん、本当にすばら

しい演奏でした。演奏中にハプニングがありましてビック

リ致しましたが、その後は石高親睦委員長はじめ委員会

のみなさまには大変にお世話になりました。感謝申し上

げます。

ご家族・会員の参加者は松山事務局と５９名でした。

素晴らしい会場とお料理、ローストビーフの味も大変に

美味しく、特にケーキ類もすばらしい味でしたね！！　仲間に

感謝、健康に感謝の夕げでした。ありがとうございました。

伊藤　健司　幹事

スマイルボックス報告
赤澤委員

出席報告
松川委員

戸張ソングリーダー
お祝の報告

三浦親睦活動委員

ご夫人お誕生祝い
松川清君

ポールハリスフェロー受賞
赤澤多加志君

マルチプル
ポールハリスフェロー受賞
長谷川衛君

マルチプル
ポールハリスフェロー受賞
佐々木和夫君

ポールハリスフェロー受賞
伊藤健司君

お誕生祝い鈴木喜一君 お誕生祝い佐々木和夫君

クラブ奉仕委員長報告

スマイルボックス委員会

プログラム委員会報告 会員選考委員会報告会員増強委員会報告会報委員会報告

公共イメージ委員会報告

職業奉仕委員会報告 親睦活動委員会報告 青少年奉仕委員会報告

国際奉仕委員会報告 社会奉仕委員会報告 出席委員長報告

職業分類委員会報告

委員会報告

◆親睦委員会／石高誠一委員

クリスマス会の収支報告が出てますの

で確認してください。

クラブ協議会第３回

半期を終えて

委員会
活動報告


