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今
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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３５（１２）

３５（１２）

３６（１２）

２月１９日（日）

２月２８日（火）

３月 ７日（火）

３月１１日（土）

３月１２日（日）

３月１４日（火）

３月２１日（火）

５５周年記念式典前夜祭

５５周年記念例会「創立５５周年記念式典」

振替休日（５５周年記念式典振替）

「手続要覧発刊にあたり」クラブ研修委員長

籾山・赤澤・石高・森川・戸張・馬郡・田辺

籾山・赤澤・本田・戸張・田辺

7

５

75.86

83.87

22

26

２５８１

２５８２

18：００

１１：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

本日 ￥２２,０００  累計 ￥５４７,６２３

◆宮東悠会長／２月１９日のＩＭでは、多くの会員のご参加を

頂き、本当にありがとうございました。また、本日のクラブ

フォーラムよろしくお願いいたします。

◆伊藤健司幹事／ＩＭにご参加いただき誠にありがとうござ

いました。本日もよろしくお願いします。

◆古川毅会員／本日は誕生日、当日です。四捨五入する

と８０歳になります。歳を重ねると枯れてきますので、あまり嬉

しくないですね。

◆道岸唯一会員／在籍４４年になったので自分でも驚いて

いる次第です。長い年月だなぁ～。

◆増正之会員／石井規子様、入会おめでとうございます。

仲良くやりましょう。

◆冨岡弘文会員／東京マラソンは抽選もれで走っておりま

司会≫本日のクラブ協議会は、「ＩＭを終えて」と題し、ＩＭに参加さ

れた皆さんよりご意見、ご感想をいただきます。大和ＲＣが前回ＩＭ

を主管させていただいてから早６年を経ている現状を鑑み、次回の

主管に向けた建設的な場になれば幸いです。最初に、自身がガバ

ナー補佐としてＩＭを主催し、過去のＩＭにも精通している佐々木研

修リーダーよりＩＭの基本的な見解（意義）そしてご意見、ご感想を

お願いします。

佐々木さん≫ＩＭはガバナー補佐が主催し、近隣のＲＣの会員が集

い「討論会」を行うことが基本的な見解です。以前は、道岸ＰＰが分

区代理、私も２０１３－１４年度にガバナー補佐としてＩＭを主催しまし

た。昨年は、「ロータリーの友」編集長二神典子さんに”公共イメー

ジ”について基調講演をいただき、各クラブから”公共イメージ”に対

する取り組み発表やご意見をいただきました。その意見に対しても

二神さんからアドバイスやご意見をいただき、有意義な討論会になっ

たと記憶しています。ＩＭの基本は討論会ですから、講演＋討論会と

いうスタイルが宜しいとは思いますが、ガバナー補佐や主管クラブの

意向もありますのでご理解下さい。道岸ＰＰにもご意見をいただきた

いと思います。

道岸さん≫勿論、当時のことは覚えてませんが、グループ（同一地

域）としての共通課題、テーマを創出し、それに対して討論、勉強す

る会です。積極的な参加をお願いします。

司会≫ＩＭを主催された佐々木さんと道岸さんからＩＭに対しての基

本的なお話をいただきました。この後、数名のベテランメンバーにお

せん。

◆古木通夫会員／いよいよ春だ！また

草むしりだ！

◆中戸川公明会員／石井規子さん、お

待ちしていました。よろしくお願いします。

◆石高誠一会員／決算時期でいろい

ろ忙しく動き回る時期ですが、事故を起

こさないように気を付けてください。

◆石井規子会員／今日からお世話になります。石井です。

皆様にご迷惑をおかけする事があると思いますが、御指導の

ほどよろしくお願い致します。

◆森川良三会員／大和クラブにとって大きな大きなとても

大きな出来事だと思います。石井規子さんいらっしゃいませ。

第25７９回　2017年２月２８日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　聰　会員

斉　　唱／「R-O-T-A-R-Y」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・石井規子さん（株式会社新世

界）がご入会されました。

・３月のロータリーレートは１１６円です。

・第２回新会員セミナー　日時：３

月１７日（金）１８：３０～１９：３０　懇親

会：１９時３０分～　場所：大和商工

会議所　会費：３０００円予定　出席

の締切日：３月１０日（金）

・１月理事会の協議を経て、県立大和南高等学校ダンス部

世界大会出場に際し、５５周年記念事業として青少年支援

金として１０万円を支援します。

・2017年地区研修協議会が２０１７年４月１６日（日）に立花

学園（新松田）にて開催されます。

・台北七星ＲＣ創立３０周年式典が４月２２日(土)に開催され

ます。（１５名で訪台予定）

【ポスティング】・次第・週報・２０１６年手続き要覧・第８回議事録

【回覧】・大和市自治会連絡協議会御礼状・IM御礼状・相模

原南ＲＣ週報・２０１７年国際ロータリー年次大会旅行募集案内・

（株）コンピューターエンゼルスより事務局システムのご案内

こんにちは。寒い２月も今日で

終わります。２月も多くの行事が

ございました。

１９日に行われましたＩＭには

多くの会員に参加頂きありがとう

ございました。

また、２４日には大和ロータリ

ークラブ５５周年記念式典に向け、奥様、会員同士の結束を

はかるために「横浜うかい亭」にて大食事会も開催されまし

た。参加された会員と奥様方に御礼申し上げます。５５周年

式典には奥様方の参加も多く、花岡実行委員長もホッとして

おられると思います。のちほど花岡実行委員長から一言お話

を頂きます。

さて、大和ロータリークラブ創立５５周年の記念式典式次

伊藤　健司　幹事

奥様誕生日
長谷川会員

卓話者成田清地区委員

ご夫人お誕生祝い三浦君ご夫人お誕生祝い花岡ＰＰご夫人お誕生祝い佐々木ＰＰ

在籍年数祝い　冨岡君

誕生祝い　古川会員在籍４４年　道岸会員新会員　石井規子会員

誕生祝い　古木 PP

お祝の報告　伊藤委員

戸張ソングリーダー
相原ソングリーダー

相原ソングリーダー ５５周年記念式典委員会
花岡委員長

出席報告　鈴木出席委員

鈴木喜一君在籍３１年祝い 井上勝彦君在籍３２年祝い

宮東悠会長お誕生祝い

戸張会員　ご主人のお誕生日

本日の卓話、ありがとうございました

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／花岡正委員長

前夜祭記念例会の出席のお願い（特

に夫人）

第４回クラブ協議会　「ＩＭを終えて」

田中さんに
色紙をもらい
ました

石井卓ＡＧ
挨拶

新会員の紹介を
しました

ロビーで
ロータリー談議

IM登録所

志村直前ＡＧの乾杯発声
佐野英之ガバナー挨拶

司会　幹事　伊藤　健司

出席報告／鈴木副委員長

第も「案」ができましたので、次の例会から本番に向けて会員

一同のご協力を頂くようにお願いいたします。

この後ＩＭを終えてのクラブ協議会に時間を使いますので、

私の時間はこれで閉じさせていただきます。

大食事会
「横浜うかい亭」にて

宮東会長挨拶

花岡ＰＰ挨拶

全員集合

＊Intercity Meeting （都市連合会）

話をいただいた後、新入会員として参加された方 に々お話をいただ

きたいと存じます。

古木さん≫開始時間が１４時開催ということで参加しやすい時間帯

で良いと思いました。全般としては、ロータリークラブも時代と共に変

化をしています。ＩＭの運営、あり方もその時代に合わせて柔軟に変

化する必要もあると思います。田中さんの講演内容は、自身の経験

を踏まえた中で”努力”そして”やり続けること”の大切さを感じて感

動しました。この話は、会員増強などクラブの課題に対しても非常に

効果的だと思います。

古川さん≫挨拶に始まり挨拶に終わる素晴らしいＩＭでした。懇親会

では、抽選によるランダムな着席スタイルでしたので、他クラブの

方 と々懇親を深めることができました。

井上さん≫全般的に堅苦しさがなく気楽に参加できました。講演内

容も、お話上手、そしてスポーツマンとして共感できる点も多く楽し

い内容でした。今後のＩＭのあり方に一石を投じるＩＭになったと思い

ます。

＊参加された新会員の方々より

三浦さん≫初めてのＩＭ参加です。参加して一番に感じたことは、Ｉ

Ｍの空気感を感じられたことです。私たちは、第２７８０地区第６グ

ループの所属であり、それは９クラブで構成されていること、ご参加さ

れた実際のメンバーの方々など、その空気感を実感することが出来

ました。田中さんのお話も一流アスリートの姿勢、経験談として、ス

ポーツ関連のみならず、何事にも共通するような話で勉強になりまし

た。懇親会では、多くの方 と々名刺交換などを行い懇親を深めること

が出来ました。

相原さん≫今回の主体である第６グループ（県央）という括りは、私

もＰＴＡや業界の会合などで、その（括りの）集まりに参加しますが、

世界的に活躍するロータリークラブの会合（ＩＭ）でありエネルギーを

感じました。懇親会では、多くの方 と々懇親を深めることが出来まし

た。

片山さん≫ＩＭに初めて参加しました。抱いていたＩＭのイメージとは

違い、全体感としては、少し残念に感じました。同年代も少ない上、

（一方的に講演を聞くというスタイルで）内容的にも自由度が少ない

と感じました。Intercity Meetingというネーミングからも、単なる聴

講スタイルよりは、各クラブ同士が日頃の活動発表をしたり、共通

テーマに対しての議論や勉強会、また街の特色（例えば発展著しい

海老名の現状や文化拠点シリウスがスタートした大和…）を発表で

きる場など生産性のあるミーティングになれば良いと思います。田中

さんのお話は、厳しい水泳の世界で、コンマ数秒のタイムを詰めると

いう厳しい世界の話を聞けて良いと思いました。

司会≫３名の新入会の方からお話をいただきました。次回の大和Ｒ

ＣのＩＭ主管に際しては、中心人物になる方々ですので、胸に感じた

想いを大切に（主管の際は）宜しくお願いします。

それでは続いてベテランの方よりお話をいただきたいと思います。

増さん≫ＩＭの内容もさることながら、開催時間に対して一考が必要

だと思います。今回は４時間３０分ですが、全体を３時間程度に纏め

ると更に参加者が増えるのでは思います。今、新会員の方から良い意

見をいただきましたが、次回主管は３～４年後ですので、それらの意

見を基に準備を進めていけば良いと思います。

吉岡さん≫私は率直に今回のＩＭは良いと思います。石井ガバナー

補佐のスピーチにもありましたが、２０２０年開催の東京オリンピックに

クラブとして”何が出来るか”というきかっけになれば良いと感じたか

らです。今までは、オリンピックは”遠い存在”でしたが、今回のＩＭを

経てオリンピックが身近なモノに感じることが出来ました。

司会≫皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。今回のＩＭに対

してのご意見、ご感想のみならず次回のＩＭ主管に際しても様々な意

見をいただくことが出来ました。それでは、まとめとしてクラブ奉仕委

員長の冨岡さんよりお話をいただきたいと思います。

冨岡さん≫古い記憶ですが、入会して間もなく参加したＩＭ（主管）

で、佐々木さんが小さなパソコンを駆使して資料を作成したり、綿密

に準備をしている姿を覚えています。その（主管した）ＩＭが始まると、

会場の雰囲気は参加者の熱い議論に包まれ、大いに盛り上がり、

各々発表をして幕を閉じました。私はその時に、「ロータリークラブは

凄いことが出来る団体だなぁ！」と感心した次第です。ＩＭそのものの

成果は”内容に因るところが多い”と思います。しかしながら、その可

能性は無限であり、そこにはロータリーの自治権が存在し、それを形

（事業）にすることが出来ます。それがロータリークラブの魅力であ

り、私たちも次回ＩＭを主管する時には、今日感じた想いを大切に臨

んでいくことが大切です。

　今日の皆さんの意見は多岐に亘り、それがロータリーの多様性を

感じる次第ですが、大切なのは運営する側（プレーヤー）としてＩＭ

（事業）を観るということです。今年度の５５周年事業もプレーヤーの

視点で観ると色々なことが見えてきます。ロータリー活動は自身の

視点によって多くの果実を与えてくれます。私の中では幹事をやり

遂げたことが大きな果実です。他クラブの仲間（幹事）と友人になれ

たこと、今も続くその人たちとの親睦の輪は、ＩＭや地区大会の場で

も遺憾なく発揮されます。そして地元で名士と言われる方 と々ロー

タリー活動を通して繋がっていくこと。それがロータリー活動の醍醐

味とも言えます。大切なのは、組織の一員として能動的に行動して

いくこと”そして”人と人の輪を大切にしていくことです。　

第25７8回　2017年２月19日（日）

第６グループＩＭホスト
海老名欅ＲＣ

次年度ガバナー補佐
加藤伸一さん挨拶

スマイルボックス報告
松川委員長

クラブ協議会
「ＩＭを終えて」

PHOTO
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頂き、本当にありがとうございました。また、本日のクラブ

フォーラムよろしくお願いいたします。

◆伊藤健司幹事／ＩＭにご参加いただき誠にありがとうござ

いました。本日もよろしくお願いします。

◆古川毅会員／本日は誕生日、当日です。四捨五入する

と８０歳になります。歳を重ねると枯れてきますので、あまり嬉

しくないですね。

◆道岸唯一会員／在籍４４年になったので自分でも驚いて
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司会≫本日のクラブ協議会は、「ＩＭを終えて」と題し、ＩＭに参加さ

れた皆さんよりご意見、ご感想をいただきます。大和ＲＣが前回ＩＭ

を主管させていただいてから早６年を経ている現状を鑑み、次回の

主管に向けた建設的な場になれば幸いです。最初に、自身がガバ

ナー補佐としてＩＭを主催し、過去のＩＭにも精通している佐々木研

修リーダーよりＩＭの基本的な見解（意義）そしてご意見、ご感想を

お願いします。

佐々木さん≫ＩＭはガバナー補佐が主催し、近隣のＲＣの会員が集

い「討論会」を行うことが基本的な見解です。以前は、道岸ＰＰが分

区代理、私も２０１３－１４年度にガバナー補佐としてＩＭを主催しまし

た。昨年は、「ロータリーの友」編集長二神典子さんに”公共イメー

ジ”について基調講演をいただき、各クラブから”公共イメージ”に対

する取り組み発表やご意見をいただきました。その意見に対しても

二神さんからアドバイスやご意見をいただき、有意義な討論会になっ

たと記憶しています。ＩＭの基本は討論会ですから、講演＋討論会と

いうスタイルが宜しいとは思いますが、ガバナー補佐や主管クラブの

意向もありますのでご理解下さい。道岸ＰＰにもご意見をいただきた

いと思います。

道岸さん≫勿論、当時のことは覚えてませんが、グループ（同一地

域）としての共通課題、テーマを創出し、それに対して討論、勉強す

る会です。積極的な参加をお願いします。

司会≫ＩＭを主催された佐々木さんと道岸さんからＩＭに対しての基

本的なお話をいただきました。この後、数名のベテランメンバーにお

せん。

◆古木通夫会員／いよいよ春だ！また

草むしりだ！

◆中戸川公明会員／石井規子さん、お

待ちしていました。よろしくお願いします。

◆石高誠一会員／決算時期でいろい

ろ忙しく動き回る時期ですが、事故を起

こさないように気を付けてください。

◆石井規子会員／今日からお世話になります。石井です。

皆様にご迷惑をおかけする事があると思いますが、御指導の

ほどよろしくお願い致します。

◆森川良三会員／大和クラブにとって大きな大きなとても

大きな出来事だと思います。石井規子さんいらっしゃいませ。

第25７９回　2017年２月２８日（火）

司　　会 ／長谷川　　衛　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　聰　会員

斉　　唱／「R-O-T-A-R-Y」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・石井規子さん（株式会社新世

界）がご入会されました。

・３月のロータリーレートは１１６円です。

・第２回新会員セミナー　日時：３

月１７日（金）１８：３０～１９：３０　懇親

会：１９時３０分～　場所：大和商工

会議所　会費：３０００円予定　出席

の締切日：３月１０日（金）

・１月理事会の協議を経て、県立大和南高等学校ダンス部

世界大会出場に際し、５５周年記念事業として青少年支援

金として１０万円を支援します。

・2017年地区研修協議会が２０１７年４月１６日（日）に立花

学園（新松田）にて開催されます。

・台北七星ＲＣ創立３０周年式典が４月２２日(土)に開催され

ます。（１５名で訪台予定）

【ポスティング】・次第・週報・２０１６年手続き要覧・第８回議事録

【回覧】・大和市自治会連絡協議会御礼状・IM御礼状・相模

原南ＲＣ週報・２０１７年国際ロータリー年次大会旅行募集案内・

（株）コンピューターエンゼルスより事務局システムのご案内

こんにちは。寒い２月も今日で

終わります。２月も多くの行事が

ございました。

１９日に行われましたＩＭには

多くの会員に参加頂きありがとう

ございました。

また、２４日には大和ロータリ

ークラブ５５周年記念式典に向け、奥様、会員同士の結束を

はかるために「横浜うかい亭」にて大食事会も開催されまし

た。参加された会員と奥様方に御礼申し上げます。５５周年

式典には奥様方の参加も多く、花岡実行委員長もホッとして

おられると思います。のちほど花岡実行委員長から一言お話

を頂きます。

さて、大和ロータリークラブ創立５５周年の記念式典式次

伊藤　健司　幹事

奥様誕生日
長谷川会員

卓話者成田清地区委員

ご夫人お誕生祝い三浦君ご夫人お誕生祝い花岡ＰＰご夫人お誕生祝い佐々木ＰＰ

在籍年数祝い　冨岡君

誕生祝い　古川会員在籍４４年　道岸会員新会員　石井規子会員

誕生祝い　古木 PP

お祝の報告　伊藤委員

戸張ソングリーダー
相原ソングリーダー

相原ソングリーダー ５５周年記念式典委員会
花岡委員長

出席報告　鈴木出席委員

鈴木喜一君在籍３１年祝い 井上勝彦君在籍３２年祝い

宮東悠会長お誕生祝い

戸張会員　ご主人のお誕生日

本日の卓話、ありがとうございました

委員会報告

◆５５周年記念式典委員会

／花岡正委員長

前夜祭記念例会の出席のお願い（特

に夫人）

第４回クラブ協議会　「ＩＭを終えて」

田中さんに
色紙をもらい
ました

石井卓ＡＧ
挨拶

新会員の紹介を
しました

ロビーで
ロータリー談議

IM登録所

志村直前ＡＧの乾杯発声
佐野英之ガバナー挨拶

司会　幹事　伊藤　健司

出席報告／鈴木副委員長

第も「案」ができましたので、次の例会から本番に向けて会員

一同のご協力を頂くようにお願いいたします。

この後ＩＭを終えてのクラブ協議会に時間を使いますので、

私の時間はこれで閉じさせていただきます。

大食事会
「横浜うかい亭」にて

宮東会長挨拶

花岡ＰＰ挨拶

全員集合

＊Intercity Meeting （都市連合会）

話をいただいた後、新入会員として参加された方 に々お話をいただ

きたいと存じます。

古木さん≫開始時間が１４時開催ということで参加しやすい時間帯

で良いと思いました。全般としては、ロータリークラブも時代と共に変

化をしています。ＩＭの運営、あり方もその時代に合わせて柔軟に変

化する必要もあると思います。田中さんの講演内容は、自身の経験

を踏まえた中で”努力”そして”やり続けること”の大切さを感じて感

動しました。この話は、会員増強などクラブの課題に対しても非常に

効果的だと思います。

古川さん≫挨拶に始まり挨拶に終わる素晴らしいＩＭでした。懇親会

では、抽選によるランダムな着席スタイルでしたので、他クラブの

方 と々懇親を深めることができました。

井上さん≫全般的に堅苦しさがなく気楽に参加できました。講演内

容も、お話上手、そしてスポーツマンとして共感できる点も多く楽し

い内容でした。今後のＩＭのあり方に一石を投じるＩＭになったと思い

ます。

＊参加された新会員の方々より

三浦さん≫初めてのＩＭ参加です。参加して一番に感じたことは、Ｉ

Ｍの空気感を感じられたことです。私たちは、第２７８０地区第６グ

ループの所属であり、それは９クラブで構成されていること、ご参加さ

れた実際のメンバーの方々など、その空気感を実感することが出来

ました。田中さんのお話も一流アスリートの姿勢、経験談として、ス

ポーツ関連のみならず、何事にも共通するような話で勉強になりまし

た。懇親会では、多くの方 と々名刺交換などを行い懇親を深めること

が出来ました。

相原さん≫今回の主体である第６グループ（県央）という括りは、私

もＰＴＡや業界の会合などで、その（括りの）集まりに参加しますが、

世界的に活躍するロータリークラブの会合（ＩＭ）でありエネルギーを

感じました。懇親会では、多くの方 と々懇親を深めることが出来まし

た。

片山さん≫ＩＭに初めて参加しました。抱いていたＩＭのイメージとは

違い、全体感としては、少し残念に感じました。同年代も少ない上、

（一方的に講演を聞くというスタイルで）内容的にも自由度が少ない

と感じました。Intercity Meetingというネーミングからも、単なる聴

講スタイルよりは、各クラブ同士が日頃の活動発表をしたり、共通

テーマに対しての議論や勉強会、また街の特色（例えば発展著しい

海老名の現状や文化拠点シリウスがスタートした大和…）を発表で

きる場など生産性のあるミーティングになれば良いと思います。田中

さんのお話は、厳しい水泳の世界で、コンマ数秒のタイムを詰めると

いう厳しい世界の話を聞けて良いと思いました。

司会≫３名の新入会の方からお話をいただきました。次回の大和Ｒ

ＣのＩＭ主管に際しては、中心人物になる方々ですので、胸に感じた

想いを大切に（主管の際は）宜しくお願いします。

それでは続いてベテランの方よりお話をいただきたいと思います。

増さん≫ＩＭの内容もさることながら、開催時間に対して一考が必要

だと思います。今回は４時間３０分ですが、全体を３時間程度に纏め

ると更に参加者が増えるのでは思います。今、新会員の方から良い意

見をいただきましたが、次回主管は３～４年後ですので、それらの意

見を基に準備を進めていけば良いと思います。

吉岡さん≫私は率直に今回のＩＭは良いと思います。石井ガバナー

補佐のスピーチにもありましたが、２０２０年開催の東京オリンピックに

クラブとして”何が出来るか”というきかっけになれば良いと感じたか

らです。今までは、オリンピックは”遠い存在”でしたが、今回のＩＭを

経てオリンピックが身近なモノに感じることが出来ました。

司会≫皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。今回のＩＭに対

してのご意見、ご感想のみならず次回のＩＭ主管に際しても様々な意

見をいただくことが出来ました。それでは、まとめとしてクラブ奉仕委

員長の冨岡さんよりお話をいただきたいと思います。

冨岡さん≫古い記憶ですが、入会して間もなく参加したＩＭ（主管）

で、佐々木さんが小さなパソコンを駆使して資料を作成したり、綿密

に準備をしている姿を覚えています。その（主管した）ＩＭが始まると、

会場の雰囲気は参加者の熱い議論に包まれ、大いに盛り上がり、

各々発表をして幕を閉じました。私はその時に、「ロータリークラブは

凄いことが出来る団体だなぁ！」と感心した次第です。ＩＭそのものの

成果は”内容に因るところが多い”と思います。しかしながら、その可

能性は無限であり、そこにはロータリーの自治権が存在し、それを形

（事業）にすることが出来ます。それがロータリークラブの魅力であ

り、私たちも次回ＩＭを主管する時には、今日感じた想いを大切に臨

んでいくことが大切です。

　今日の皆さんの意見は多岐に亘り、それがロータリーの多様性を

感じる次第ですが、大切なのは運営する側（プレーヤー）としてＩＭ

（事業）を観るということです。今年度の５５周年事業もプレーヤーの

視点で観ると色々なことが見えてきます。ロータリー活動は自身の

視点によって多くの果実を与えてくれます。私の中では幹事をやり

遂げたことが大きな果実です。他クラブの仲間（幹事）と友人になれ

たこと、今も続くその人たちとの親睦の輪は、ＩＭや地区大会の場で

も遺憾なく発揮されます。そして地元で名士と言われる方 と々ロー

タリー活動を通して繋がっていくこと。それがロータリー活動の醍醐

味とも言えます。大切なのは、組織の一員として能動的に行動して

いくこと”そして”人と人の輪を大切にしていくことです。　

第25７8回　2017年２月19日（日）

第６グループＩＭホスト
海老名欅ＲＣ

次年度ガバナー補佐
加藤伸一さん挨拶

スマイルボックス報告
松川委員長

クラブ協議会
「ＩＭを終えて」

PHOTO


