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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

4月    1日（日）

4月    ３日（火）

4月    ８日（日）

4月 １０日（火）

家族会「お花見」

休会（家族会振替の為）

地区研修協議会（関係者出席）

第６回クラブ協議会

２６２７

２６２８１２：３０

籾山・本田・田辺・石井

籾山・石高・石井

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

３月   ６日（火）

３月  １３日（火）

３月  27日（火）

4

3

86.21

89.29

25

25

幹事報告

本日 ￥２５,０００  累計 ￥４６６,５００

◆細川　康治様（座間ＲＣ会長）／５６周年記念例

会おめでとうございます。今年度４回目の参加となり

ました。図 し々くすみません。また、本日は今井エレク

トと一緒にお伺いしました。よろしくお願い致します。

カラオケ同好会もまた誘ってください。

◆武田　茂会長／大和ロータリークラブ５６周年お

めでとうございます。例会は早く終わって盛り上がりま

しょう。

◆本田　誠一会員／鎌倉八幡宮にて３月５日に長男

が婚儀をとり行なうことができました。ほっとしたとこ

ろです。本日は誕生日祝いありがとうございます。

◆相原　聰会員／先日お知らせ致しました、神奈川

県建築士事務所協会大和綾瀬支部主催の第一回建

築しごと展が３月１７日・１８日シリウス１階ギャラリーで

行われます。明日の１４時２０分～ＦＭやまと㈱永屋提

供「飛び出せ僕らの放送室で展示会のＰＲで私が出

演します。歌が歌えたらいいな。

◆小金澤　和夫会員／いよいよ

春ですね。ゲストを迎えての夜間例

会。楽しくいきましょう。

◆松川　健治会員／妻の誕生日

のお祝いありがとうございます。

◆三浦　高義会員／本日は誕生日

をお祝いいただきましてありがとう

ございます。４３歳になりました。まだまだ若輩者でご

ざいますのでご指導ください。

◆松川　清会員／ようこそ、清風へ。

◆増　正之会員／１．家内の誕生日のお祝いありがと

うございます。お花など持って帰ったら何か下心がある

かといわれそうです。１．世界に羽ばたく女性山岳アス

リート、松下沙織氏にご協力お願い致します。

◆岡田　安二会員／一番目の孫が大学受験となり、

医学部に合格しました。これからは福沢諭吉が家出を

はじめるでしょう。

第262５回　2018年 3月13日（火）

司　　会 ／三浦　高義　会員

Ｓ.　Ｌ. ／戸張　美穂　会員

斉　　唱 ／「四つのテスト」

ビジター ／座間ＲＣ会長　　　  細川康治様

    座間ＲＣ会長エレクト　今井　均様

会長の時間

委員会報告

ゲ ス ト ／渡邊　孝様　渋田　治様

 　原田一平様　宮原芽映様

 　松下沙織様　森川公子様

 　武田真理子様

５６周年記念夜間例会

５６周年記念夜間例会

森川　良三　幹事

３月２７日の例会に

は米海軍厚木基地司

令官がいらっしゃ

る、スピーチはある

が質問は受け付けま

せん。

戸張美穂委員長

第２回家族会のお知ら

せです。ご案内の通り来

る４月１日（日）の「お花

見家族会」は３０数名に

達しましたので予定通り

実行いたします。

スマイルボックス報告
相原委員

司会三浦ＳＡＡ

司会：伊藤親睦副委員長 道岸ＰＰによる

乾杯のご発声

ゲスト宮原芽映様

戸張美穂君 森川公子様 松山真由美様

武田真理子様

本日は「大和ロータリークラブ５６周年記念例

会」として、現在いらっしゃるパスト会長時代のス

ライドやクラブ保管のアルバム回覧、その他、サ

プライズを用意しております。お楽しみ下さい。

佐々木パスト会長によるスライドショー

松下さんより「海外遠征費、国内外山

岳ガイド研修費、健康センター設立」

の資金づくりの協力要請があった。

増パスト会長により、大和市在住女性
山岳アスリート松下沙織さんの紹介

武田会長より、パスト会長

の似顔絵今昔２枚組を額に

入れてプレゼント

本日出席の奥様や女性ゲストに
ホワイトデーのプレゼント

和気あいあいの中、「手に手つないで」を合唱

第２７代道岸ＰＰ第２７代道岸ＰＰ 第３２代岡田ＰＰ第３２代岡田ＰＰ第４７代長谷川ＰＰ第４７代長谷川ＰＰ

第５１代増ＰＰ第５１代増ＰＰ

第４２・５２代松川ＰＰ第４２・５２代松川ＰＰ 第３１・５５代宮東ＰＰ第３１・５５代宮東ＰＰ 第４５代古木ＰＰ第４５代古木ＰＰ

第４３・５４代佐々木ＰＰ第４３・５４代佐々木ＰＰ

戸張ソングリーダー

三浦高義君三浦高義君

増正之君増正之君

本田誠一君本田誠一君

松川健治君松川健治君

会員

お誕生祝い

ご夫人

お誕生祝い

武田　茂　会長

今日は何もありませ

ん、創立５６周年記念

例会なので親睦委員

会に後をお任せして、

会長の時間はこれで終

わります。
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