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【大和ロータリークラブ活動方針　： ロータリーに変化をもたらす】
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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

３４（１１）

３４（１１）

８月 ２２日（火）

８月 ２９日（火）

９月   ５日（火）

９月 １２日（火）

９月１７・１８日（日・月）

９月 １９日（火）

９月 ２６日（火）

第2回クラブフォーラム　「公共イメージ委員会」

地区大会

取止め例会（祝日週）休会

第2回クラブ協議会「地区大会を終えて」

籾山・赤澤・本田・石高・宮東・片山

赤澤・本田・田辺

6

3

79.31

90.00

23

27

２６０３

２６０４

１２：３０

【職業奉仕】：井上委員長

前年度に引き続き、会員に自分の職業について
のショートスピーチをお願いします。

プログラム委員会との連携です。

【クラブ奉仕】：増委員長

夫々の委員会を取りまとめて、総務部長的な働き
をします。

交通安全の活動なども提案して参りたい、市民の
イベントでロータリーの名前が入った袋を配布し
PRする様な取り組みも。

【社会奉仕】：長谷川副委員長

社会奉仕が目的の団体ではありませんが、重要
である事は確かです。

市内の全小学校へ図書の協力、献血事業など、
事業の継続も重視して参ります。

【国際奉仕】：眞鍋委員長

3つの小委員会ごとに具体的な活動を展開しま
す。

皆さんの参加があってこそですのでよろしくお願
いいたします。

【新世代奉仕】：冨岡委員長

「物より思い出」と計画書に書きました。

子供達の思い出に残るようなスポーツ関係のイ
ベントを企画したいと思います。

大人になって職業を持った時に、ロータリーの事
を思い出してくれたら最高です。

予算削減で実行可能な企画を模索中です。

【若手？　メンバーにインタビュー】

松川健治会員：「物より思い出」と言うの
は、自分も昔の写真を整理していたら、小さ
い頃にロータリーのイベントに参加した時の
物があり、いいなと思いました。

市民祭り等で、多くの方との繋がりを持ちた
いと思います。

三浦会員：入会して日の浅い私も、実際に
人と会うという事が大事なのだと実感して
います。

毎週の繰り返しから得るものです。

相原会員：ロータリーでは私も「若手」で
通ってます。

とにかく親睦活動に情熱を燃やしています
が、やはり参加すると言うことが重要なので
す。

ちなみに歌ならいつでも歌います。

戸張会員：一年目は無我夢中で皆さんの
様子を見るのが精一杯でした。

親睦委員長になり、日々親睦のことを考え
ますが、自分自身の成長にも役立っている
のだと感じます。

森川幹事：武田会長のモットーは、明るく楽
しめるクラブです。

親睦を中心に取り組んで参ります。

武田会長：ゴルフのパターでOKをする時
のように、どの程度まで緩くやるかの見極め
です。

本日 ￥２４,０００  累計 ￥１６６,０００

◆武田茂会長／先日の２６００回記念例会は、たくさん

御出席ありがとうございました。

◆佐々木和夫会員／本日は36年皆出席のお祝いあり

がとうございます。私が入会したのが第961回の例会で

した。この例会で1640回の例会に出た事になります。飽

きっぽい私が長く続けられたものは、ロータリーと愛妻

との結婚生活です。

◆長谷川衛会員／第一回カラオケ同好会　楽しく終

えることができました。参加の会員の皆様感謝申し上

げます。

◆増正之会員／平成29年8月25日札幌で、孫の娘が日

本水泳連盟主催の第40回ジュニア・オリンピックカップ

夏季水泳競技大会、16歳～18歳の部　シンクロナイズ

で3位に入賞。メダルを見せに来ました。おめでとうとい

いました

◆古川毅会員／妻の誕生祝いありがとうございます。

◆伊藤健司会員／皆様のお元気なお顔を拝し、嬉しく

感じます。8月は難易度の高い山に無事に登ることがで

きました。問題はジャイアンツだけです。

◆石高誠一会員／暑さも、少しずつゆるんできました。

釣りに興味のある方は、釣りクラブのメンバーに声を掛

けてください。

◆吉岡善一会員／グルナラさん、ようこそいらっしゃい

ました。ロータリーの雰囲気はいかがですか？

◆戸張美穂会員／先日の2600回記念例会へのご参加

ありがとうございました。次回はクリスマスです！たくさ

んのご参加を又よろしくお願いいたします。

◆三浦高義会員／昨日はカラオケの会、ありがとうご

ざいました。楽しくストレス発

散ができました。また、片山さ

ん、お子様のご誕生おめでとう

ございます。すくすくと元気に

ご成長されますよう願っており

ます。

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

松川会員

三浦会員

相原会員

戸張会員

長谷川社会奉仕
副委員長

36 年皆出席祝い
佐々木和夫君

13 年在籍年数祝い
古川毅君

お祝いの報告　三浦委員 ご夫人お誕生祝い　古川毅君

増クラブ奉仕
委員長

井上職業奉仕
委員長

眞鍋国際奉仕
委員長

出席報告
籾山会員

司会伊藤委員 大和中 RC
石川様挨拶

東　グルナラ様

冨岡青少年奉仕
副委員長

卓話

委員会報告

武田　茂　会長

第2601回　2017年８月29日（火）

司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／奉仕の理想

ゲ ス　ト／ピアノ演奏家　東　グルナラ様

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

◆９/１８（月）祝日は地区大

会です。場所は、相模女子大

学グリーンホール・小田急ホ

テルセンチュリー相模大野

◆９月ロータリーレート１０９円 

【ポスティング】

・次第  

・週報

・９月プログラム

・ガバナー月信

【回覧】

・米山梅吉記念館　秋季例祭・賛助会員のご案内/館報

・かながわ2780ロータリーEクラブ　ウェブサイト   

  ドメイン変更のお知らせ

・相模原南ＲＣ週報

・リベルタ/タウンニュース

・第７回リベルタコンサートについて

・アムダ　年次報告書

・心のバリアフリー推進員養成研修講座開催について

 

森川　良三幹事　

戸張美穂ソングリーダー

◆会員増強・維持委員会／

三浦高義委員長

本日の例会終了後、来週のクラブ

フォーラムの打合せを行いますの

で、委員の方は１０分程お時間を

下さいませ。

◆親睦・ロータリー家族委員会

／戸張美穂委員長

２６００回例会のご報告と御礼。

◆公共イメージ・雑誌委員会

／松川健治委員長

　ロータリー友の会の紹介。

　皆さん、こんにちは。先

週の２６００回記念例会に

は会員の皆様を始め、沢

山のご家族そしてゲストの

皆さんにお出でをいただ

き楽しい時を過ごすこと

が出来ました。

　高橋さんのお話はいかがでしたか？　本日の会

長の時間は後ほどの例会内容もありますので、こ

の辺りで終了したいと思いますが、そういえば、最

近古木さんの姿を見ていないと不安の皆さんもい

るかと思います。去年は梯子から落ちたりしてまし

たが、暑い盛りの草取りのせいか、体調を崩して

来週あたりまで検査入院のご様子です。

 第１回クラブ協議会
【各委員長より本年度方針について】
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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

８月 ２２日（火）

８月 ２９日（火）

９月   ５日（火）

９月 １２日（火）

９月１７・１８日（日・月）

９月 １９日（火）

９月 ２６日（火）

第2回クラブフォーラム　「公共イメージ委員会」

地区大会

取止め例会（祝日週）休会

第2回クラブ協議会「地区大会を終えて」

籾山・赤澤・本田・石高・宮東・片山

赤澤・本田・田辺

6

3

79.31

90.00

23

27

２６０３

２６０４

１２：３０

【職業奉仕】：井上委員長

前年度に引き続き、会員に自分の職業について
のショートスピーチをお願いします。

プログラム委員会との連携です。

【クラブ奉仕】：増委員長

夫々の委員会を取りまとめて、総務部長的な働き
をします。

交通安全の活動なども提案して参りたい、市民の
イベントでロータリーの名前が入った袋を配布し
PRする様な取り組みも。

【社会奉仕】：長谷川副委員長

社会奉仕が目的の団体ではありませんが、重要
である事は確かです。

市内の全小学校へ図書の協力、献血事業など、
事業の継続も重視して参ります。

【国際奉仕】：眞鍋委員長

3つの小委員会ごとに具体的な活動を展開しま
す。

皆さんの参加があってこそですのでよろしくお願
いいたします。

【新世代奉仕】：冨岡委員長

「物より思い出」と計画書に書きました。

子供達の思い出に残るようなスポーツ関係のイ
ベントを企画したいと思います。

大人になって職業を持った時に、ロータリーの事
を思い出してくれたら最高です。

予算削減で実行可能な企画を模索中です。

【若手？　メンバーにインタビュー】

松川健治会員：「物より思い出」と言うの
は、自分も昔の写真を整理していたら、小さ
い頃にロータリーのイベントに参加した時の
物があり、いいなと思いました。

市民祭り等で、多くの方との繋がりを持ちた
いと思います。

三浦会員：入会して日の浅い私も、実際に
人と会うという事が大事なのだと実感して
います。

毎週の繰り返しから得るものです。

相原会員：ロータリーでは私も「若手」で
通ってます。

とにかく親睦活動に情熱を燃やしています
が、やはり参加すると言うことが重要なので
す。

ちなみに歌ならいつでも歌います。

戸張会員：一年目は無我夢中で皆さんの
様子を見るのが精一杯でした。

親睦委員長になり、日々親睦のことを考え
ますが、自分自身の成長にも役立っている
のだと感じます。

森川幹事：武田会長のモットーは、明るく楽
しめるクラブです。

親睦を中心に取り組んで参ります。

武田会長：ゴルフのパターでOKをする時
のように、どの程度まで緩くやるかの見極め
です。

本日 ￥２４,０００  累計 ￥１６６,０００

◆武田茂会長／先日の２６００回記念例会は、たくさん

御出席ありがとうございました。

◆佐々木和夫会員／本日は36年皆出席のお祝いあり

がとうございます。私が入会したのが第961回の例会で

した。この例会で1640回の例会に出た事になります。飽

きっぽい私が長く続けられたものは、ロータリーと愛妻

との結婚生活です。

◆長谷川衛会員／第一回カラオケ同好会　楽しく終

えることができました。参加の会員の皆様感謝申し上

げます。

◆増正之会員／平成29年8月25日札幌で、孫の娘が日

本水泳連盟主催の第40回ジュニア・オリンピックカップ

夏季水泳競技大会、16歳～18歳の部　シンクロナイズ

で3位に入賞。メダルを見せに来ました。おめでとうとい

いました

◆古川毅会員／妻の誕生祝いありがとうございます。

◆伊藤健司会員／皆様のお元気なお顔を拝し、嬉しく

感じます。8月は難易度の高い山に無事に登ることがで

きました。問題はジャイアンツだけです。

◆石高誠一会員／暑さも、少しずつゆるんできました。

釣りに興味のある方は、釣りクラブのメンバーに声を掛

けてください。

◆吉岡善一会員／グルナラさん、ようこそいらっしゃい

ました。ロータリーの雰囲気はいかがですか？

◆戸張美穂会員／先日の2600回記念例会へのご参加

ありがとうございました。次回はクリスマスです！たくさ

んのご参加を又よろしくお願いいたします。

◆三浦高義会員／昨日はカラオケの会、ありがとうご

ざいました。楽しくストレス発

散ができました。また、片山さ

ん、お子様のご誕生おめでとう

ございます。すくすくと元気に

ご成長されますよう願っており

ます。

スマイルＢＯＸ報告
相原委員

松川会員

三浦会員

相原会員

戸張会員

長谷川社会奉仕
副委員長

36 年皆出席祝い
佐々木和夫君

13 年在籍年数祝い
古川毅君

お祝いの報告　三浦委員 ご夫人お誕生祝い　古川毅君

増クラブ奉仕
委員長

井上職業奉仕
委員長

眞鍋国際奉仕
委員長

出席報告
籾山会員

司会伊藤委員 大和中 RC
石川様挨拶

東　グルナラ様

冨岡青少年奉仕
副委員長

卓話

委員会報告

武田　茂　会長

第2601回　2017年８月29日（火）

司　　会／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　／戸張　美穂　会員

斉　　唱／奉仕の理想

ゲ ス　ト／ピアノ演奏家　東　グルナラ様

ビジター／ナシ

会長の時間

幹事報告

◆９/１８（月）祝日は地区大

会です。場所は、相模女子大

学グリーンホール・小田急ホ

テルセンチュリー相模大野

◆９月ロータリーレート１０９円 

【ポスティング】

・次第  

・週報

・９月プログラム

・ガバナー月信

【回覧】

・米山梅吉記念館　秋季例祭・賛助会員のご案内/館報

・かながわ2780ロータリーEクラブ　ウェブサイト   

  ドメイン変更のお知らせ

・相模原南ＲＣ週報

・リベルタ/タウンニュース

・第７回リベルタコンサートについて

・アムダ　年次報告書

・心のバリアフリー推進員養成研修講座開催について

 

森川　良三幹事　

戸張美穂ソングリーダー

◆会員増強・維持委員会／

三浦高義委員長

本日の例会終了後、来週のクラブ

フォーラムの打合せを行いますの

で、委員の方は１０分程お時間を

下さいませ。

◆親睦・ロータリー家族委員会

／戸張美穂委員長

２６００回例会のご報告と御礼。

◆公共イメージ・雑誌委員会

／松川健治委員長

　ロータリー友の会の紹介。

　皆さん、こんにちは。先

週の２６００回記念例会に

は会員の皆様を始め、沢

山のご家族そしてゲストの

皆さんにお出でをいただ

き楽しい時を過ごすこと

が出来ました。

　高橋さんのお話はいかがでしたか？　本日の会

長の時間は後ほどの例会内容もありますので、こ

の辺りで終了したいと思いますが、そういえば、最

近古木さんの姿を見ていないと不安の皆さんもい

るかと思います。去年は梯子から落ちたりしてまし

たが、暑い盛りの草取りのせいか、体調を崩して

来週あたりまで検査入院のご様子です。

 第１回クラブ協議会
【各委員長より本年度方針について】


