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日　付 時　間 回　数 プログラム内容
１２月 １７日（日）

１２月 １９日（火）

１２月 ２６日（火）

１月   ２日（火）

家族会「クリスマス会」

振替休会

第３回クラブ協議会「半期を終えて」

取止め例会

２６１５

２６１６１２：３０

田辺

赤澤・戸張

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

１１月  ２８日（火）

１２月   ５日（火）

１２月  １２日（火）

1

2

96.97

93.75

32

30

　本年度発足した釣り同好会。会長は、当クラブの釣名人”石

高誠一”さん。石高さんは、「この釣りの会を通して、クラブのメ

ンバーやその家族に釣りの楽しさを知ってもらい、特に家に閉

じこもってゲームをやっている子どもたちに外に出て、釣りをし

てもらいたい。」と目標を掲げています。

　今回は、初冬の風物詩「鹿島のヒラメ」に挑戦。事前に潮目

の良い日を選び１２月６日に釣行が決定しました。参加者は、同

好会メンバーの石高さん、古川さん、伊藤（健）とニュージーラ

ンドから一時帰国している私の息子も参戦。第１回目は船の混

雑も予想して”仕立て船”といたしました。一同、鹿島に前泊し

準備万端。石高さんの楽しい釣り談議や会長エレクトとなら

れた古川さんの熱いロータリー談義にも花が咲き楽しい夜は

更けていきました。

　迎えた釣行日、午前５時半、鹿島港を出船。逸る気持ちを抑

えながら船に乗り込み意気揚 と々ポイントに向いましたが、

着いた時すでに石高さんを除く３名は極度の船酔い状態、伊

藤（健）に至っては、デッキにへばり付いて立つことも出来ない

ほどに…問題の釣果は…ご想像にお任せいたします（笑）

　次回は未定ですが、近日公開予定です！皆さんのご参加お

待ちしています。　　　　　　　　　　　　　（伊藤健司）

＊船酔いが酷かったので釣現場での写真は殆どありません。

悪しからず（泣）

第１回 釣同好会 　釣行記

「酔いどれ珍道中、鹿島のヒラメに挑戦する！」

幹事報告

　厚木米海軍より先週の土

曜日ホリデーレセプション

の招待を受け幹事と共に出

席してまいりました。

　ロイドＢ・マック司令官と

お会いしてクラブに訪問して

くださいと申し上げました

所、こころよくお引き受け頂き来年こちらと予定を

合わせて訪問していただくことになりました。

　フロリダ出身の黒人の司令官でお子様が３人お

られるようです。人の良さそうな方でした。

　是非トランプ大統領が何者なのか？と北朝鮮の

事を聞いてみたいと思います。

　答えられる範囲で聞いてみたいと思っていま

す。以上です。

第一号議案

　議長より、会長ノミニー選考過程の説明が

あり、伊藤彦二会員が候補者となった旨の説

明があった。

　議場に諮ったところ、拍手多数により承認

可決された。

第二号議案

　議長より古川年度理事役員候補の説明が

あった。議場に諮ったところ、拍手多数により

承認可決された。

伊藤彦二会長ノミニーから挨拶。

　当初、家内が怪我をしている事情から辞退

のつもりであったが、武田会長のその頃には

大丈夫でしょう？という説得があり引き受けま

した。

　クラブ内の行事をマメに取り組むのは好き

ですが、対外的な事は何も分かりませんので、

ご協力をお願いします。

古川会長エレクトより挨拶

　早々に理事役員会を開きますので、よろしく

お願いします。

《総会が短時間で終わったので、武田会長の

羅針盤のない人生卓話番外編》

　パリの街並みについて(イラスト入り)。

　凱旋門前のロータリーは右回り、パリは７階

建以上は立てられない。

　１６区は高級で、自分が住んだ１７区はどん

底という地域格差。

本日 ￥７,０００  累計 ￥３１０,５００

◆武田　茂 会長／よいこと何もないんだよ。

　本年も早いもので残り１ヶ月となりました。

　体調に充分お気をつけてクリスマス会には皆さん、

笑顔で合いましょう。

◆古木　通夫 会員／インシュリンを打ちながらの、制

限された食生活、もうイヤになっちゃう。

◆増　正之 会員／報告。１２月４日、元会員石井勇氏

にお逢い致しました。ゴルフもたまには行くようです。

元気でした。皆様によろしくとの事。

◆本田　誠一 会員／忘年会シーズン。いつもより人の

出が多く感ずる。景気の活性に期待したい。

◆伊藤　健司 会員／来年４月２０～２３日の日程で台

北七星ＲＣ訪問を実施します。

　詳細は後日ご案内しますが、旅

行代金は１０万円程度を予定して

います。よろしくお願いします。

第26１２回　2017年1２月５日（火）
司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／相原　聰　会員
斉　　唱 ／「君が代」「奉仕の理想」
ゲ ス　ト ／米山奨学生　グエン　タン　タム君
ビジター／ナシ

会長の時間

委 員 会 報 告

スマイルボックス報告

相原委員

出席報告／小金沢委員長

２０１８-２０１９年度　理事役員の方々

米山奨学金授与

古川会長エレクト挨拶 パリについて
武田会長ショートスピーチ

◆１２月１０日（日）交通事故撲滅

大作戦　例会となります。

◆２月１２日（月）に第６Ｇ ＩＭが

あります。会場は、オークラフロ

ンティアホテル海老名です。

◆地区ガバナー・ノミニー候補者

鎌倉ＲＣ　窪田英男君を指名した報告がありまし

た。対抗候補者がある場合は１２月１４日（木）正午ま

でにクラブ例会で採択された決議をガバナー宛に提

出して下さいとのことです。

【ポスティング】

・次第　

・週報　

・総会資料

・理事会議事録

・交通事故撲滅大作戦について

【回覧】

・ＲＩ第２７８０地区２０２０-２０２１年度　地区ガバナー・

ノミニー候補者告知の件 

・ハイライトよねやま

・疾病予防と治療月間　リソースのご案内 

国際奉仕姉妹・友好クラブ委員会

花岡委員長　

公共イメージ・雑誌委員会　

松川委員長　

ロータリーの友の紹介。

クラブ奉仕委員会　

増委員長　

親睦・ロータリー家族委員会

伊藤副委員長　

年次総会議長
武田会長

総会資格成立報告
森川幹事

青少年奉仕委員会

冨岡委員長　

　国際ロータリー長期青少年交換プログラム

２０１８－１９年度青少年交換留学生の選考試験が１１

月１１・１２日に行われ、当クラブ推薦の島巻風花さん

が見事合格し、７月から台湾への留学が決定しました。

　１２月２日 ( 土 ) に第一回のオリエンテーションが行

われ、スポンサークラブのカウンセラーとして青少年奉

仕委員長も同席しました。

　派遣候補生はこれから毎月行われるオリエンテー

ションにすべて出席して、沢山の準備を重ねて参りま

す。 

　一年間にわたり、家族と離れ、友人に会うことは許さ

れず、自力で頑張らねばなりません。しっかり成果を上

げる為に、語学はもちろん、自国や台湾の文化の勉強も

必要。精神面のトレーニングも大変そうです。

　スポンサークラブへの訪問も有りますので、皆さん宜

しくお願い致します。

　先ずは、クリスマス家族会にクラブからご招待の予

定です。

　丁度、中クラブに台湾からの交換留学生が来ていま

すので、食事の機会など持ってあげたら良いかなと思っ

ています。

武田　茂　会長

相原ソングリーダー

森川　良三　幹事

　クリスマス会、現在８１名。本日、委

員会をこの会場にて行います。

　プレゼント交換１０００円前後。各

人全員持って来て下さい。

　ビンゴゲームの品物については任意です。

　本日３時より「うかい亭」にて音響・その他の打合せ。

　子供さんへのプレゼント約１０００円前後、親睦委

員会より出します。

　台北七星ＲＣ訪問の件。４月２０日

（金）～２３日（月）３泊４日。２１日が

七星創立総会。

　２月１０日（日）交通事故撲滅大作

戦について。

ヒラメ釣れました！

今から５枚に

下します

数枚は熟成用に！

赤澤多加志　武田茂　伊藤彦二　長谷川衛　宮東悠　眞鍋藤正 
小金澤和夫　森川良三　ゲスト斎藤葵　9名

第1回　大和RC　クラブコンペ
厚木基地ゴルフコース
２０１７年１２月７日　晴れ

参加者

■定足数確認報告 森川幹事　　■議事進行 武田会長

《２０１７-２０１８年度 年次総会》
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　一年間にわたり、家族と離れ、友人に会うことは許さ

れず、自力で頑張らねばなりません。しっかり成果を上

げる為に、語学はもちろん、自国や台湾の文化の勉強も

必要。精神面のトレーニングも大変そうです。

　スポンサークラブへの訪問も有りますので、皆さん宜

しくお願い致します。

　先ずは、クリスマス家族会にクラブからご招待の予

定です。

　丁度、中クラブに台湾からの交換留学生が来ていま

すので、食事の機会など持ってあげたら良いかなと思っ

ています。

武田　茂　会長

相原ソングリーダー

森川　良三　幹事

　クリスマス会、現在８１名。本日、委

員会をこの会場にて行います。

　プレゼント交換１０００円前後。各

人全員持って来て下さい。

　ビンゴゲームの品物については任意です。

　本日３時より「うかい亭」にて音響・その他の打合せ。

　子供さんへのプレゼント約１０００円前後、親睦委

員会より出します。

　台北七星ＲＣ訪問の件。４月２０日

（金）～２３日（月）３泊４日。２１日が

七星創立総会。

　２月１０日（日）交通事故撲滅大作

戦について。

ヒラメ釣れました！

今から５枚に

下します

数枚は熟成用に！

赤澤多加志　武田茂　伊藤彦二　長谷川衛　宮東悠　眞鍋藤正 
小金澤和夫　森川良三　ゲスト斎藤葵　9名

第1回　大和RC　クラブコンペ
厚木基地ゴルフコース
２０１７年１２月７日　晴れ

参加者

■定足数確認報告 森川幹事　　■議事進行 武田会長

《２０１７-２０１８年度 年次総会》


