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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

３６（１２）

３６（１２）

３６（１２）

６月１３日（火）

６月２０日（火）

６月２７日（火）

７月 　４日（火）

７月 １１日（火）

７月 １８日（火）

７月 ２５日（火）

会長・幹事あいさつ「年度初めにあたり」

会員卓話

取止め休会（祝日週）

会員卓話

本田・宮東・戸張

岡田・本田・戸張・片山

3

4

90.32

86.67

28

26

２５９６

２５９７

２５９８

１２：３０

１２：３０

１２：３０

◆クラブ奉仕（冨岡委員長）

ＲＩの変更に基づき、規定の変更を行いました。また、多くの新会員を迎

え、親睦活動を中心にロータリーの仲間作りができました。

◆出席（道岸委員長）

例会回数は44回、出席率は88.5%です。

◆クラブ会報（吉岡委員長）

毎週、週報を発行しました。紙質を落として経費を節減しました。55周年

記念週報では少し立派な週報を発行しました。

◆親睦・ロータリー家族（石高委員長）

例年通り、12月にうかい亭でクリスマス会を開催しました。また5月には

浅草へ寄席を見に行きました。

◆会員選考（吉岡委員長）

今年も立派な方々に入会いただきました。

◆会員増強・維持（佐々木委員長）

会長および皆様のご協力により、目標以上の会員増強ができました。

◆プログラム（古木委員長）

伊藤副委員長および増職業奉仕委員長のご協力により楽しい例会とな

りました。

◆公共イメージ・雑誌（伊藤（健）委員長）

大和産業フェアにおいて、ロータリーマークの入ったビニールバッグを

2000枚配布しました。会場が一時ロータリーマークで埋まるほどにPRでき

ました。

◆スマイルBOX（松川（健）委員長）

来週で、ほぼ目標値を達成できると思います。スマイルは、来年度の奉

仕プロジェクトの原資となります。

◆職業分類（赤澤委員長）

新会員の職業を考慮し対応しました。

◆クラブ研修（佐々木委員長）

ＲＩの変更に基づき、定款、細則、内規の変更案を作成しました。

◆職業奉仕（増委員長）

卓話で会員の職業紹介、および産業フェアーでの会員企業のちらしを配

布することによってＰＲを行いました。

◆社会奉仕（吉岡委員長）

例年通り、イオンモールで赤十字の献血サポートを行いました。大和市

内の全19小学校に図書を寄付しました。校長会のご希望により、お金で

はなく、本を寄付しました。来週、救急救命講習会を開催します。

◆国際奉仕（松川（健）委員長）

３つの委員会でそれぞれ目標を達成しました。

宮東　悠　会長

第25９４回　2017年６月２０日（火）

司　　会 ／眞鍋　　藤正　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／相原　　聰　会員

斉　　唱／「それでこそロータリー」

ゲ ス　ト／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

・6月27日開催予定の理事会

は夜間理事会となります。 

場所：鮮魚と旬菜「わさび」

ＰＭ６：３０～  

  

・本日のお料理は、松川さんご

推薦の孔雀庁さんの本格中華

となります。お楽しみ下さい。 

【ポスティング】    

・次第    

    

こんばんは。今期始めての夜

間例会に多くの会員にご出席

頂きありがとうございます。

本日の会場をお貸しいただ

いた松川会員に感謝申し上げ

ます。

さて、6月20日は「住宅と健

康の日」です。カビをはじめとし

たさまざまな健康被害が懸念

される梅雨の時期からそこに住む人の健康を守ると言う

ことだそうです。

17日は第6グループ最終会議が厚木でおこなわれま

した。米国アトランタ国際大会の報告とご苦労さま会で大

変に盛り上がった反省会でございました。今年度のメンバ

ーから何人も地区にでて活躍されると思います。一年の

間ありがとうございました。

さてここで大和ロータリークラブに話しをもどします。と

申しましても余り本日の報告はございません。

第6回クラブ協議会「一年を終えて」、各委員長のご報

伊藤　健司　幹事

告だと思いますので時間的にはたっぷり取ってありますの

でよろしくお願い致します。

本日 ￥８,０００  累計 ￥７９８,２２３

◆宮東悠会長／第 6 回クラブ協議会、「一年を終えて」

楽しみにしております。今日のクラブ協議会が次年度に

引き継ぐ大切な協議になると思います。

 

◆佐々木和夫会員／松川ケンチャン、今日は例会場提

供ありがとうございます。

 

◆増正之会員／宮東会長、神奈川県民功労者表彰お

めでとうございます。例会もあと一回になりました。本当に

御苦労様です。

 

◆眞鍋藤正会員／片山さん、18

日の税理士大和支部コンペでは

お世話になりました。又、宜しくお

願いします。

◆松川健治会員／宮東会長、神

奈川県民功労者表彰おめでとう

ございます。次回が本年度の最終

のスマイルとなります。皆様宜しくお願い致します。

スマイルボックス報告
松川委員長

第６回クラブ協議会「1 年を終えて」

委員会報告

◆社会奉仕委員会／

　　吉岡善一委員長

６月２５日（日）に、救命講習会

を開催します。人工呼吸とＡ

ＥＤのやり方をマスターしま

しょう。

出席報告道岸委員長

相原ソングリーダー

点鐘

◆ロータリー財団（井上委員長）

財団への、皆さんのご寄付をありがとうございました。

◆米山記念奨学（花岡副委員長）

皆さんのご協力により目標を達成しました。今年は、ベトナムからタム君

を米山奨学生として迎えました。（奨学期間は2年間）

◆姉妹・友好クラブ（武田委員）

花巻南50周年記念式典および台北30周年記念式典に参加してきまし

た。花巻南では、似顔絵を提供し、喜ばれました。

◆青少年奉仕（古川委員長）

大和南高校ダンス部が世界大会に参加するための寄付を行いました。

結果は、4位入賞でした。

◆会計（眞鍋委員長）

現在、まとめているところです。

◆５５周年記念実行（花岡委員長）

お陰様で立派に盛大に実施できました。台北から29名、花巻南から15名

の参加をいただきました。

◆ゴルフの会（赤澤副会長）

地区ゴルフ大会参加および花巻南の方との友好ゴルフを行いました。

◆カラオケの会（花岡副会長）

今年始めましたが、多くの参加で盛大に開催しております。

進行：伊藤幹事

クラブ奉仕（冨岡委員長） 出席（道岸委員長）

クラブ会報・会員選考
社会奉仕（吉岡委員長）

親睦・ロータリー家族
（石高委員長）

プログラム
（古木委員長）

公共イメージ・雑誌
（伊藤（健）委員長）

スマイルBOX・国際奉仕
（松川（健）委員長）

職業分類・ゴルフの会
（赤澤委員長）

ロータリー財団
（井上委員長）

職業奉仕
（増委員長）

55周年記念実行
米山記念奨学
カラオケの会
（花岡委員長）

姉妹・友好クラブ
（武田委員）

青少年奉仕
（古川委員長）

会計
（眞鍋委員長）

カンパーイ!!!

道岸パスト会長による
乾杯のご発声

「手に手つないで」

古木会員から
宮東会長に対しての
「エール」

夜間例会
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