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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
１月 ２３日（火）

１月 ３０日（火）

２月 　６日（火）

２月  １２日（火）

第5回クラブフォーラム「職業奉仕について」

第8回定例理事会

第6回クラブフォーラム「国際奉仕について」

第6グループＩＭ　ホスト：海老名RC

２６１８

２６１９

２６２０

２６２１

籾山・赤澤・松川（健）

戸張・田辺・石井

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

３４（１１）

１２月  １７日（火）

１２月  ２６日（火）

  １月  １６日（火）

3

3

90.32

90.63

28

29

　あっという間の半年でした。

　我がRCが8月2600回という節目を迎え、清風でご家

族もいっしょにお祝いしました。

　また花巻南RCにも訪問が出来、釜石商工会議所で

地震のつらい体験談を聞き、大和産業フェアも無事乗

り切り、クリスマス例会を大勢のご参加をいただき、特

に我がメンバーの歌の競演は良かったですね！！！無事

終了しました。

　花巻南RCからのお米、りんご、伊藤彦二さんからの

北海道あずき、ありがとうございました。

　皆様の大きな、ご協力でやっと半年が過ぎようとし

ています。感謝、感謝でございます。

　個人的にこの半年で一番つらかったことは、私には

弟子が20名ほどおりますが一人の男性が72才のとき

に生徒になって現在92才になりました。ご子息さんが

58才で突然脳梗塞で亡くなりました。こんな親不孝な

事があるのかと本当に思いました。戦時中じゃあるま

いし親より先に死んではいけません。こんな不幸なこ

とはありません。しばらく私も元気がでませんでした。

出席委員会：小金澤委員長

　出席免除の委員長でスミマセン。なかなかの

高出席率に感謝です。

６０周年記念実行委員会：伊藤健司副委員長

　今のところは、元気なクラブ作りから取り組

みたいです。

クラブ会報委員会：伊藤健司委員長

　新委員の相原さんが大活躍です！

パソコン・メールで委員が原稿作成をしていま

す。

親睦ロータリー家族委員会：伊藤彦二副委員長

　戸張委員長を中心に皆さん熱心。

担当の方の配慮で、家族会は子供の帰宅時間

も早まりました。

会員選考委員会：宮東委員長

　新入会員候補を挙げて、仕事を増やしたいも

のですね。

会員増強・維持委員会：三浦委員長

　この度、２名の退会者を出してしまい申し訳な

く、残念です。新入会員を迎えられるよう頑張り

ましょう。

プログラム委員会：吉岡委員長

　事前に一年分を決めていますが、変更が多い

ので翌月の案内を配布してます。

人生観についての会員卓話等を予定しています。

職業分類委員会：吉岡委員長

　分類で、会員のいない業種をポイントに勧誘

のきっかけにしたいです。

米山記念奨学委員会：吉岡委員長

　寄付金をありがとうございます。

私がカウンセラーを務めるタムさんは、米山留

学生同士の交流や奉仕の活動をしています。指

導教授の先生に例会に来ていただけました。

スマイルＢＯＸ委員会：本田委員長

　相原さんの活躍が素晴らしいです。

クラブ研修委員会：佐々木委員長

　武田会長の意向で今年は雰囲気第一、

煩いことは言いません。来年度は、ご覚悟を。

クラブ奉仕委員会：増委員長

　クラブ奉仕は会社で言えば総務部です。

交通安全をはじめ、皆さんご協力ありがと

うございます。

職業奉仕委員会：井上委員長

　会員の職業についての時間を引き続き

計画しています。

社会奉仕委員会：赤澤委員長

　北九州の豪雨に対する義援金、献血活

動を行いました。図書寄贈は予算の関係

で見送りの予定。

国際奉仕委員会：眞鍋委員長

　米山、財団と実績を上げて頂きました。

台湾訪問をよろしくお願いします。

ロータリー財団委員会：石高委員長

　寄付へのご協力ありがとうございます。

姉妹・友好クラブ委員会：花岡委員長

　10月に花巻南に行きました。台湾もよろ

しくお願いします。

青少年奉仕委員会：冨岡委員長

　交通事故撲滅作戦で委員の皆様には

率先して取り組んでいただきました。

私がカウンセラーを務める交換留学生の

島巻さんのオリエンテーションに同行して

参ります。

公共イメージ・雑誌委員会：松川健治委員長

　ロータリーの友の紹介は定例です。HP

上での一般向けを広報を試しましたが、産

業フェア等での活動が効果的だったと思

います。

　ロータリー家族を通じての取り組みも

続けたいです。

武田　茂　会長

第26１6回　2017年1２月26日（火）

司　　会 ／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　 ／森川　良三　会員

斉　　唱 ／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト ／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

委員会報告

武田　茂　会長 森川　良三　幹事

本日 ￥１８,０００  累計 ￥３４７,５００

◆武田　茂会長／先日のクリスマス会はたくさんご出席いた
だき、感謝申し上げます。親睦委員の皆様ご苦労様でした。
ありがとうございました。
◆森川　良三幹事／クリスマス会が終わったら、スマイルす
るものだと岡田先生がうるさいので渋々スマイルします。
◆本田　誠一会員／先日の家族例会は楽しかったです。親
睦委員の皆様お疲れ様でした。森川幹事、相原さん夫妻の
声は今でも耳に残っています。よい年を迎えましょう。
◆相原　聰会員／先日のクリスマス会では夫婦で歌わせて
頂きましてありがとうございました。来年はクリスマスソングを
歌うために今から練習をしています。来年もよろしくお願い致
します。
◆小金澤　和夫会員／皆様一年間大変お世話になりまし
た。元気で新年をおむかえ下さい。
◆古木　通夫会員／いよいよ、最終例会！来年は年男！吠え
まくるゾー！
◆石高　誠一会員／釣りクラブでは2回目の釣行に行って
来ました。来年も行きますので、希望される方は釣りクラブの

メンバーに言ってください。来年も皆さん元気で会いましょ
う。
◆眞鍋　藤正会員／41年。ここまでには、まどわずに来れ
た。これからは、どうしよう？
◆冨岡　弘文会員／交通安全、クリスマスと息子とロータ
リーを満喫した12月でした。皆様ありがとうございます。
◆増　正之会員／武田会長、森川幹事、半期ご苦労様でし
た。平成29年17日（日）の家族会（のクリスマス会）急に熱が
出て動けなくなり、欠席し申し訳ございませんでした。今日
は、おみやげまでいただきありがとうございました。
◆松川　健治会員／在籍年数のお祝いありがとうございまし
た。
◆道岸　唯一会員／最終例会とな
りました。一年通じて色々御世話に
なりありがとうございました。

スマイルボックス報告
相原委員

絶好釣！

親睦・ロータリー家族委員会

伊藤副委員長　

また竿頭！ 皆さんも是非！

　嬉しいことは片山さんにご長男が生まれたこと。古

木さんが２ヶ月の病院生活から無事戻られたこと。赤

澤さんとインシュリン友達になったこと。

　残念なことは、長い間会員でありました。晴山さん

が退会されました。片山さんも今年いっぱいで退会さ

れます。引き留めを会員の手をお借りながら説得をし

ましたが決心は揺るぎないように思います。

　今日26日をもちましてお二人退会ということになっ

てしまいました。説得能力がなくて大変申し訳ありま

せん。

以上です。

半期を終えて 武田年度（2017～2018年度）半期報告

第３回クラブ協議会 「半期を終えて」  会長・幹事報告　
第３回クラブ協議会 「半期を終えて」  委員会報告

第５６代会長：武田茂
幹事：森川良三（会員数：３４名）
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席
野郎会　場所：香月珈琲（大和店）

4日(火）

大和中ＲＣ・大和田園ＲＣ・座間ＲＣ
会長幹事表敬訪問
会員卓話：会長　武田茂　「羅針盤
のない道」

11日(火）

第 1 回クラブフォーラム「会員増強に
ついて」　会員維持委員会委員長：
三浦高義
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

５日(火）

米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

３日(火）

ガバナー公式訪問１０日(火）

地区大会　会場：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
ホストクラブ：相模原南ロータリークラブ

17日(日）
1８日(月）

卓話：地区公共イメージ委員会　副
委員長　辻彰彦様（大和中ＲＣ）
「公共イメージについて」

１２日(火）

ガバナー公式訪問２週間前のクラブ
協議会
第２７８０地区第６Ｇガバナー補佐　
加藤伸一様（海老名欅ＲＣ）

２６日(火）

卓話：地区会員増強・会員維持委員
会 委員 村松マユミ様（厚木県央ＲＣ）
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

１日(火）

第２６００回記念夜間例会
場所：清風
卓話：髙橋淳さん「９４歳のパイロット」

２２日(火）

会員卓話：長谷川衛　「習うは一生」25日(火）

年次総会
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

５日(火）

第１回釣り同好会
参加者：4名（石高会員・古川会員・
伊藤（健）会員・伊藤大智様）

６日(水）

第1回ゴルフコンペ
参加者：9名（赤澤会員・武田会員・伊
藤（彦）会員・長谷川会員・宮東会員・
眞鍋会員・小金澤会員・森川会員・ゲ
スト斉藤葵様）

７日(木）

卓話：米山奨学生　グエン・タン・タム君１２日(火）

クリスマス家族例会 会場：横浜うかい亭
クリスタルルーム
参加者：８２名（会員２５名.ゲスト５７名）

１７日(日）

第３回クラブフォーラム　「社会奉仕につ
いて」　社会奉仕委員長：赤澤多加志

２４日(火）

献血　場所：イオンモール大和　献血
受付数：50名

２９日(火）

卓話：一般社団法人　健康コンシェ
ルジュ日本　理事長　藤田満穂様
「持続可能な地域医療を目指して」

３１日(火）

やまと産業フェア
４日(土）
５日(日）

卓話：財団学友　宮﨑彩様
「文化財保護の世界　英国、日本、そし
てメキシコ」

２８日(日）

会員卓話：花岡正
「自分の人生観について」

７日(火）

花巻南ＲＣ・釜石商工会議所表敬訪
問参加者１０名（武田会員・森川会員・
宮東会員ご夫妻・花岡会員・佐々木
会員・増会員・ 伊藤（彦）会員・伊藤
（健）会員・吉岡会員 )

１９日(木）
２０日(金）

　先日のクリスマス例会には大勢の会員家族
の方々が集まり楽しく過ごさせていただいた
と思います。これからも親睦委員会を宜しくお
願い致します。
　本日はご本人、ご夫人のお誕生日は1月の第
1例会に行います。

第２回釣同好会　釣行記

「船酔いリベンジ！長井のカワハギと戯れる」
　前回の釣行では、各自釣れはしたものの、石高さん以外は酷い船酔いで釣

りどころではなかったのが本音。というわけで…石高釣名人が次に選んだの

は、三浦半島長井港からのカワハギ。この時期のカワハギは、肝もポッテリと

膨らんでいて釣りたてを刺身＆肝醤油でいただくのが最高のご馳走です！

　釣行日は１２月２２日（冬至）に決定。メンバーは石高名人と伊藤(健)親子の

３名。『何もよりによって冬至の寒い中、船釣りなんかしなくても！』って声もチ

ラホラと聞こえてきそうですが、釣り好きにとって寒さなどはどこ吹く風！何よ

りも釣果が大切なのです！（あと船酔いしないこともｗ）

　さて、船酔いと釣果は言いますと…船酔いリベンジ成功！参加者全員１０匹

以上のカワハギを手にすることが出来ました。美味しい外道（カサゴ、トラギス

…）も沢山釣れました。また今年最後の小春日和というに相応しい暖かい陽

気も釣果の味方をしてくれました。次回の釣行は１月１７日に鹿島沖のヒラメに

再チャレンジ予定です。

　「あっ余計なお世話ですが、竿頭は今回も伊藤でした。」

会 長：武田　茂

幹 事：森川良三

1、出席率（12/11現在） 89.57%

2、例会数（12/26現在） 21回

3、入会者 0名

5、ゲスト・ビジター数（12/17現在） 105名

6、スマイルボックス（12/17現在） 329,500円

7、ロータリー財団寄付額 年次基金：665,000円

ポリオプラス：139,000円

ポリオプラス11,500円（産業フェア）

ポリオプラス：10,715円（交通事故撲滅大作戦）

4、退会者 ２名

8、米山記念奨学会寄付額 特別寄付：690,000円

9、台北七星ＲＣ協力金 330,000円

10、北九州義援金 35,000円

普通寄付：上期　85,000円（＠2,500円×34名）

上　期

２０１７年７月

２０１７年９月

２０１７年１０月

２０１７年８月

２０１７年１２月

２０１７年１１月
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　あっという間の半年でした。

　我がRCが8月2600回という節目を迎え、清風でご家

族もいっしょにお祝いしました。

　また花巻南RCにも訪問が出来、釜石商工会議所で

地震のつらい体験談を聞き、大和産業フェアも無事乗

り切り、クリスマス例会を大勢のご参加をいただき、特

に我がメンバーの歌の競演は良かったですね！！！無事

終了しました。

　花巻南RCからのお米、りんご、伊藤彦二さんからの

北海道あずき、ありがとうございました。

　皆様の大きな、ご協力でやっと半年が過ぎようとし

ています。感謝、感謝でございます。

　個人的にこの半年で一番つらかったことは、私には

弟子が20名ほどおりますが一人の男性が72才のとき

に生徒になって現在92才になりました。ご子息さんが

58才で突然脳梗塞で亡くなりました。こんな親不孝な

事があるのかと本当に思いました。戦時中じゃあるま

いし親より先に死んではいけません。こんな不幸なこ

とはありません。しばらく私も元気がでませんでした。

出席委員会：小金澤委員長

　出席免除の委員長でスミマセン。なかなかの

高出席率に感謝です。

６０周年記念実行委員会：伊藤健司副委員長

　今のところは、元気なクラブ作りから取り組

みたいです。

クラブ会報委員会：伊藤健司委員長

　新委員の相原さんが大活躍です！

パソコン・メールで委員が原稿作成をしていま

す。

親睦ロータリー家族委員会：伊藤彦二副委員長

　戸張委員長を中心に皆さん熱心。

担当の方の配慮で、家族会は子供の帰宅時間

も早まりました。

会員選考委員会：宮東委員長

　新入会員候補を挙げて、仕事を増やしたいも

のですね。

会員増強・維持委員会：三浦委員長

　この度、２名の退会者を出してしまい申し訳な

く、残念です。新入会員を迎えられるよう頑張り

ましょう。

プログラム委員会：吉岡委員長

　事前に一年分を決めていますが、変更が多い

ので翌月の案内を配布してます。

人生観についての会員卓話等を予定しています。

職業分類委員会：吉岡委員長

　分類で、会員のいない業種をポイントに勧誘

のきっかけにしたいです。

米山記念奨学委員会：吉岡委員長

　寄付金をありがとうございます。

私がカウンセラーを務めるタムさんは、米山留

学生同士の交流や奉仕の活動をしています。指

導教授の先生に例会に来ていただけました。

スマイルＢＯＸ委員会：本田委員長

　相原さんの活躍が素晴らしいです。

クラブ研修委員会：佐々木委員長

　武田会長の意向で今年は雰囲気第一、

煩いことは言いません。来年度は、ご覚悟を。

クラブ奉仕委員会：増委員長

　クラブ奉仕は会社で言えば総務部です。

交通安全をはじめ、皆さんご協力ありがと

うございます。

職業奉仕委員会：井上委員長

　会員の職業についての時間を引き続き

計画しています。

社会奉仕委員会：赤澤委員長

　北九州の豪雨に対する義援金、献血活

動を行いました。図書寄贈は予算の関係

で見送りの予定。

国際奉仕委員会：眞鍋委員長

　米山、財団と実績を上げて頂きました。

台湾訪問をよろしくお願いします。

ロータリー財団委員会：石高委員長

　寄付へのご協力ありがとうございます。

姉妹・友好クラブ委員会：花岡委員長

　10月に花巻南に行きました。台湾もよろ

しくお願いします。

青少年奉仕委員会：冨岡委員長

　交通事故撲滅作戦で委員の皆様には

率先して取り組んでいただきました。

私がカウンセラーを務める交換留学生の

島巻さんのオリエンテーションに同行して

参ります。

公共イメージ・雑誌委員会：松川健治委員長

　ロータリーの友の紹介は定例です。HP

上での一般向けを広報を試しましたが、産

業フェア等での活動が効果的だったと思

います。

　ロータリー家族を通じての取り組みも

続けたいです。

武田　茂　会長

第26１6回　2017年1２月26日（火）

司　　会 ／伊藤　彦二　会員

Ｓ.　　Ｌ.　 ／森川　良三　会員

斉　　唱 ／「奉仕の理想」

ゲ ス　ト ／ナシ

ビジター／ナシ

会長の時間

委員会報告

武田　茂　会長 森川　良三　幹事

本日 ￥１８,０００  累計 ￥３４７,５００

◆武田　茂会長／先日のクリスマス会はたくさんご出席いた
だき、感謝申し上げます。親睦委員の皆様ご苦労様でした。
ありがとうございました。
◆森川　良三幹事／クリスマス会が終わったら、スマイルす
るものだと岡田先生がうるさいので渋々スマイルします。
◆本田　誠一会員／先日の家族例会は楽しかったです。親
睦委員の皆様お疲れ様でした。森川幹事、相原さん夫妻の
声は今でも耳に残っています。よい年を迎えましょう。
◆相原　聰会員／先日のクリスマス会では夫婦で歌わせて
頂きましてありがとうございました。来年はクリスマスソングを
歌うために今から練習をしています。来年もよろしくお願い致
します。
◆小金澤　和夫会員／皆様一年間大変お世話になりまし
た。元気で新年をおむかえ下さい。
◆古木　通夫会員／いよいよ、最終例会！来年は年男！吠え
まくるゾー！
◆石高　誠一会員／釣りクラブでは2回目の釣行に行って
来ました。来年も行きますので、希望される方は釣りクラブの

メンバーに言ってください。来年も皆さん元気で会いましょ
う。
◆眞鍋　藤正会員／41年。ここまでには、まどわずに来れ
た。これからは、どうしよう？
◆冨岡　弘文会員／交通安全、クリスマスと息子とロータ
リーを満喫した12月でした。皆様ありがとうございます。
◆増　正之会員／武田会長、森川幹事、半期ご苦労様でし
た。平成29年17日（日）の家族会（のクリスマス会）急に熱が
出て動けなくなり、欠席し申し訳ございませんでした。今日
は、おみやげまでいただきありがとうございました。
◆松川　健治会員／在籍年数のお祝いありがとうございまし
た。
◆道岸　唯一会員／最終例会とな
りました。一年通じて色々御世話に
なりありがとうございました。

スマイルボックス報告
相原委員

絶好釣！

親睦・ロータリー家族委員会

伊藤副委員長　

また竿頭！ 皆さんも是非！

　嬉しいことは片山さんにご長男が生まれたこと。古

木さんが２ヶ月の病院生活から無事戻られたこと。赤

澤さんとインシュリン友達になったこと。

　残念なことは、長い間会員でありました。晴山さん

が退会されました。片山さんも今年いっぱいで退会さ

れます。引き留めを会員の手をお借りながら説得をし

ましたが決心は揺るぎないように思います。

　今日26日をもちましてお二人退会ということになっ

てしまいました。説得能力がなくて大変申し訳ありま

せん。

以上です。

半期を終えて 武田年度（2017～2018年度）半期報告

第３回クラブ協議会 「半期を終えて」  会長・幹事報告　
第３回クラブ協議会 「半期を終えて」  委員会報告

第５６代会長：武田茂
幹事：森川良三（会員数：３４名）
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席
野郎会　場所：香月珈琲（大和店）

4日(火）

大和中ＲＣ・大和田園ＲＣ・座間ＲＣ
会長幹事表敬訪問
会員卓話：会長　武田茂　「羅針盤
のない道」

11日(火）

第 1 回クラブフォーラム「会員増強に
ついて」　会員維持委員会委員長：
三浦高義
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

５日(火）

米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

３日(火）

ガバナー公式訪問１０日(火）

地区大会　会場：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
ホストクラブ：相模原南ロータリークラブ

17日(日）
1８日(月）

卓話：地区公共イメージ委員会　副
委員長　辻彰彦様（大和中ＲＣ）
「公共イメージについて」

１２日(火）

ガバナー公式訪問２週間前のクラブ
協議会
第２７８０地区第６Ｇガバナー補佐　
加藤伸一様（海老名欅ＲＣ）

２６日(火）

卓話：地区会員増強・会員維持委員
会 委員 村松マユミ様（厚木県央ＲＣ）
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

１日(火）

第２６００回記念夜間例会
場所：清風
卓話：髙橋淳さん「９４歳のパイロット」

２２日(火）

会員卓話：長谷川衛　「習うは一生」25日(火）

年次総会
米山奨学生　グエン・タン・タム君
　例会出席

５日(火）

第１回釣り同好会
参加者：4名（石高会員・古川会員・
伊藤（健）会員・伊藤大智様）

６日(水）

第1回ゴルフコンペ
参加者：9名（赤澤会員・武田会員・伊
藤（彦）会員・長谷川会員・宮東会員・
眞鍋会員・小金澤会員・森川会員・ゲ
スト斉藤葵様）

７日(木）

卓話：米山奨学生　グエン・タン・タム君１２日(火）

クリスマス家族例会 会場：横浜うかい亭
クリスタルルーム
参加者：８２名（会員２５名.ゲスト５７名）

１７日(日）

第３回クラブフォーラム　「社会奉仕につ
いて」　社会奉仕委員長：赤澤多加志

２４日(火）

献血　場所：イオンモール大和　献血
受付数：50名

２９日(火）

卓話：一般社団法人　健康コンシェ
ルジュ日本　理事長　藤田満穂様
「持続可能な地域医療を目指して」

３１日(火）

やまと産業フェア
４日(土）
５日(日）

卓話：財団学友　宮﨑彩様
「文化財保護の世界　英国、日本、そし
てメキシコ」

２８日(日）

会員卓話：花岡正
「自分の人生観について」

７日(火）

花巻南ＲＣ・釜石商工会議所表敬訪
問参加者１０名（武田会員・森川会員・
宮東会員ご夫妻・花岡会員・佐々木
会員・増会員・ 伊藤（彦）会員・伊藤
（健）会員・吉岡会員 )

１９日(木）
２０日(金）

　先日のクリスマス例会には大勢の会員家族
の方々が集まり楽しく過ごさせていただいた
と思います。これからも親睦委員会を宜しくお
願い致します。
　本日はご本人、ご夫人のお誕生日は1月の第
1例会に行います。

第２回釣同好会　釣行記

「船酔いリベンジ！長井のカワハギと戯れる」
　前回の釣行では、各自釣れはしたものの、石高さん以外は酷い船酔いで釣

りどころではなかったのが本音。というわけで…石高釣名人が次に選んだの

は、三浦半島長井港からのカワハギ。この時期のカワハギは、肝もポッテリと

膨らんでいて釣りたてを刺身＆肝醤油でいただくのが最高のご馳走です！

　釣行日は１２月２２日（冬至）に決定。メンバーは石高名人と伊藤(健)親子の

３名。『何もよりによって冬至の寒い中、船釣りなんかしなくても！』って声もチ

ラホラと聞こえてきそうですが、釣り好きにとって寒さなどはどこ吹く風！何よ

りも釣果が大切なのです！（あと船酔いしないこともｗ）

　さて、船酔いと釣果は言いますと…船酔いリベンジ成功！参加者全員１０匹

以上のカワハギを手にすることが出来ました。美味しい外道（カサゴ、トラギス

…）も沢山釣れました。また今年最後の小春日和というに相応しい暖かい陽

気も釣果の味方をしてくれました。次回の釣行は１月１７日に鹿島沖のヒラメに

再チャレンジ予定です。

　「あっ余計なお世話ですが、竿頭は今回も伊藤でした。」

会 長：武田　茂

幹 事：森川良三

1、出席率（12/11現在） 89.57%

2、例会数（12/26現在） 21回

3、入会者 0名

5、ゲスト・ビジター数（12/17現在） 105名

6、スマイルボックス（12/17現在） 329,500円

7、ロータリー財団寄付額 年次基金：665,000円

ポリオプラス：139,000円

ポリオプラス11,500円（産業フェア）

ポリオプラス：10,715円（交通事故撲滅大作戦）

4、退会者 ２名

8、米山記念奨学会寄付額 特別寄付：690,000円

9、台北七星ＲＣ協力金 330,000円

10、北九州義援金 35,000円

普通寄付：上期　85,000円（＠2,500円×34名）

上　期

２０１７年７月

２０１７年９月

２０１７年１０月

２０１７年８月

２０１７年１２月

２０１７年１１月


