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今
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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

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

４月１８日（火）

４月２５日（火）

５月１６日（火）

５月 ２３日（火）

５月 ２８日（日）

５月 ３０日（火）

６月    ６日（火）

卓話

家族例会

卓話

卓話

田辺、馬郡

石高・田辺

2

2

93.94

93.10

31

27

２５８９

２５９０

２５９１

２５９２

１２：３０

１２：３０

１２：３０

宮東　悠　会長

第2587回　2017年４月25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／ナシ

ビジター／大和中ＲＣ　小倉一道様

会長の時間

幹事報告

・道岸唯一会員の奥様　節子さま

がご逝去されました。

・第41回神奈川大和阿波おどりの

賛助依頼の件（理事会にて協議）

・５月２日、９日の例会は休会となり

ます。

・２０１７年のクールビズは５月１日～

９月３０日になります。

・６月２０日（火）の例会は夜間例会を予定しています。

＊高座渋谷「清風」予約済

【ポスティング】

・次第

・週報

・2017-18年度委員会一覧 

・2017-18年度名簿作成資料

こんにちは。先日は地区

研修協議会も終わり、早い

もので４月も今日で最終例

会になりました。

次年度にＲＩの会長テー

マも決まりいよいよ武田、森

川年度に入ります。

５月になりますと、「青少

年奉仕月間」、古川委員長

始め、皆様よろしくお願いい

たします。

５月はさわやかな記念日

も多く、ゴールデンウイーク

の期間中は、「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」の由

来に感心が集まります。「母の日」はカーネーションというシ

ンボルを持つことで長い間景気に左右されない記念日で

あり続けました。

最近はイチゴのケーキを贈る人が増えています。私の店

伊藤　健司　幹事

委員会報告 台　　北　　訪　　問

台　北　訪　問

でも作って売っています。

さて、ここで今年度最後の事業のメインイベントでありま

す台北七星ロータリークラブ３０周年記念式典のご報告を致

します。

出席者は会員と家族で１５名が参加いたしました。

林会長は大変知名度がありまして参加者が多く、すばらし

い大会でした。

本日 ￥２２,６００  累計 ￥６７７,２２３

◆大和中ロータリークラブ小倉一道様／メークアープで

お邪魔しました。多分、２回目です。よろしくお願いいたし

ます。

◆宮東悠会長／台北七星ロータリークラブ３０周年に会

員ご家族のご参加誠にありがとうございました。報告は参

加しました会員よりしてもらいます。大和ロータリークラブ

の全会員に感謝申し上げます。

◆伊藤健司幹事／台湾にご参加いただいた１５名の方々

よりクラブの皆様へ美味しいパイナップルケーキと松山さ

んにお茶のお土産です。差額をスマイルします。

◆伊藤健司幹事／台北七星ＲＣへの表敬訪問に参加

された方々、本当にありがとうございました。楽しかったで

すね。

◆眞鍋藤正会員／昨日までの台北訪問では、会長・

幹事・佐々木さん・花岡さん・参加された皆様には、

大変お世話になりました。雨天に開催された、記念コンペ

では、赤澤さん、本田さん、長谷川さんの３人には、いろい

ろと面倒を見て頂きまして、感謝！感謝！　コンペのニアピ

ン賞（近洞奨と書いてました）の賞金、全額スマイルしま

す。しかし、８３歳になって、日本時間の午前２時に「カン

シャ　テ。カンシャ　タ。カンシャタケ」と海老の釣り堀で、

釣果を味わいながら歌ったのは、体に堪えました。歌を漢

字で書けば、「感謝　天、感謝　地、感謝　大家（皆様の意

味）となります。

◆花岡正会員／会長幹事さんをはじめ、台北七星訪問

団一行の皆様、お疲れ様でした。とてもとても、楽しかっ

たです。特に佐々木会員には謝謝（しぇいしぇい）。

◆増正之会員／新手のサギ事例、

紹介いたします。別紙文書参照。

◆長谷川衛会員／１）台北七星ＲＣ

３０周年式典ご参加の皆様、大変お

疲れ様でした。姉妹クラブの絆が

益々強くなったと思います。ありがと

うございました。２）誕生日を祝って

いただきありがとうございました。

◆古木通夫会員／思い出したくない５月５日、ありがた

迷惑のお祝いありがとうございました。

◆佐々木和夫会員／台北七星ＲＣ訪問の皆様、お世

話になりました。楽しい４日間を過ごすことができました。

ありがとうございました。また、相原さんに負けないよう

ロータリーソングを歌いましたが、やっぱり負けました。

◆井上勝彦会員／創立５５周年記念式典の小冊子あり

がとうございました。小生の写真もすばらしく満足してい

ます。

◆石井規子会員／台北七星ロータリーの式典に参加

をして、皆さんに助けて頂きながら、４日間を過ごすこと

が出来ました。大和ロータリーの皆さん、ありがとうござ

います！

◆石井規子会員／お誕生日をお祝いしていただき、あ

りがとうございます。

◆戸張美穂会員／４月２１日～２４日の台湾七星式典訪

問に際し、皆様お世話になりまして、ありがとうございまし

た。初台湾は本当に楽しい思い出となりました。来年は

ぜひ、たくさんの皆様ご一緒できたらと思います。

スマイルボックス報告
松川委員長

サギ注意報告　増会員

ソングリーダー
戸張会員

誕生祝い石井会員 ご夫人お誕生祝い
古木 PP

ご夫人お誕生祝い
片山会員

出席報告
松川委員

台北七星ロータリークラブ３０周年記念式典のご報告

武田次年度会長　報告

親睦委員会報告
戸張委員

３０周年式典宮東会長挨拶 ３０周年式典林会長挨拶

パスト会長によるバースデーケーキ披露

大和クラブの出番です

姉妹クラブ
継続締結書交換

台北七星との
姉妹締結文書

姉妹クラブ継続締結式

男のラインダンス

三峡清水祖師廟前にて

台北松山空港でお出迎え

台北最終の夕食

多くの会員に見送られました

北投温泉での歓迎会

野柳の奇岩

黄金の滝
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