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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 ３０日（火）

２月 　６日（火）

２月  １２日（月・祝）

２月 １３日（火）

卓話「自分の人生観について」 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６Ｇ ＩＭ

取止め例会（祝日週）

２６１９

２６２０

田辺・石井

赤澤・冨岡・戸張

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３２（１０）

３２（１０）

１２月  ２６日（火）

  １月  １６日（火）

  １月  ２３日（火）

2

3

93.75

90.00

30

27

田辺研一郎君
在籍年数1年

武田　茂　会長

森川 良三 幹事

第26１７回 201８年1月１6日（火）
司　　会 ／三浦　高義　会員

Ｓ.　　Ｌ.　 ／相原 聰　会員

斉　　唱 ／「君が代」「我等の生業」

ゲ ス　ト ／ 米山奨学生　グエン　タン　タム君

  ＥＭＩレコーズ・ジャパン専属民謡歌手
  金子友紀様

  ＥＭＩレコーズ・ジャパン専属民謡歌手
  小山みつりの様

会長の時間

 幹 事 報 告

委員会報告

本日 ￥２４,０００  累計 ￥３７１,５００

武田茂会長／あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

森川良三幹事／去年クリスマス会で、おじいちゃ

んになりたい！！って唄を歌っていたら正月に娘が

妊娠したとの報告がありました。

道岸唯一会員／今年もよろしくお願い致します。

井上勝彦会員／明けましておめでとうございま

す。会長、幹事殿、後半も頑張って下さい。

小金澤和夫会員／皆様、明けましておめでとうご

相原ソングリーダー司会三浦SAA

出席報告
小金沢委員長

公共イメージ・雑誌委員会報告
松川委員長

親睦委員会報告
伊藤副委員長

ロータリー財団委員会報告
石高委員長

岡田パスト会長による乾杯のご発声

金子友紀様・小山みつりの様による民謡披露例会場

65才とは思えない
佐々木和夫君

米山奨学生グエン・タン・タム君

ご夫人お誕生祝い
松川清君

マルチプルポールハリスフェロー受賞
眞鍋藤正君　ＰＨＦ＋４

マルチプルポールハリスフェロー受賞
伊藤彦二君　ＰＨＦ＋２

マルチプルポールハリスフェロー受賞
中戸川公明君 ＰＨＦ＋４

マルチプルポールハリスフェロー受賞
道岸唯一君　ＰＨＦ＋５

マルチプルポールハリスフェロー受賞
籾山　豊君　ＰＨＦ＋４

スマイルＢＯＸ

ざいます。今年も宜しくお願いします。

増正之会員／１．平成３０年今年もよろしくお願

い致します。

佐々木和夫会員／お誕生祝いありがとうござい

ます。昨年はノーベル参加賞を逃しましたが、６５

才になりめでたく介護保険証を受証いたしまし

た。本年もよろしくお願いいたします。

松川清会員／お世話になっているおかみさんの

誕生日お祝いを頂き、ありがとうございます。

松川健治会員／新年おめでとうございます。今年

もよろしくお願いいたします。武田年度も折り返し

ですね。楽しみましょう。

古川毅会員／本年も皆様ハッピーでありますよ

うに。

石井規子会員／明けましておめでとうございま

す。本年もご迷惑をおかけする事と思いますが、

どうぞ宜しくご指導の程お願い致します。

本田誠一会員／謹賀新年　こりゃー春から縁起

が良いなー。今月

１９日長男が結

納・婚姻届け、長

女の家が３月に

完成。家業は創

業６０周年を迎

えます。全て皆様

のお陰です。

C o n g r a t u l a t i o n s

　明けましておめでとうご

ざいます。

　皆様は良き新年を迎えた

ことだと思います。

　我が家の新年は親、兄

弟、子供、孫の十数名が集ま

り新年をお祝いしました。

　私個人はＮＨＫの大河ドラマを観るのがここ２０

年の習慣で、今年は西郷隆盛・せごどんです。

　特に日本の歴史は好きで坂本龍馬といえば四国

に行き、直虎といえば浜松に行き、前田利家と言え

ば金沢に行き、伊達政宗と言えば仙台に行き、今年

は西郷隆盛・大久保利通・島津斉彬・・・いささか鹿

児島は遠いですが１０日間ぐらいで行こうと思って

います。

　昨年の会長の任期は、あっという間の半年でし

たが、残りあと半年ですがよろしくお願いします。

　今日は、例会の後楽しい余興を用意しておりま

す。皆様楽しんでお帰りいただけたら幸いです。

武田茂君

マルチプルポール

ハリスフェロー受賞

ＰＨＦ+４　

スマイルボックス報告
相原委員

ポスティング：

・次第

・週報

・ガバナー月信

回覧：

・第１９回ロータリー国際

囲碁大会開催のご案内

・青少年交換学生のための日本語講師　紹介/推

薦のお願い

・ハイライトよねやま

・タウンニュース

・国際大会へ参加されるかた　日本人親善朝食

会についてのお願い

・バギオ基金事業報告書と寄付のお願い
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