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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

６月 ２６日（火） 会長・幹事あいさつ「１年を顧みて」２６３８１２：３０

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

６月    ５日（火）

６月 １２日（火）

６月 １９日（火）

１

２

９６.７７

９３.１０

２９

２７

例会司会／三浦委員 加藤ガバナー補佐に感謝 次年度ＡＧ紹介加藤ガバナー補佐

本田親睦委員戸張委員長 増クラブ奉仕担当理事報告

馬郡親睦委員三浦親睦委員 相原親睦委員

会員誕生祝い井上会員 ご夫人お誕生祝い伊藤会員 締めは伊藤親睦副委員長

２０１８-１９年度ガバナー 補佐として 第６グルー プ
ガバナー 補佐 中野正義（厚木中ＲＣ)

　　２０１８-１９年度国際ロータリー第２７８０地区脇洋一郎ガバナーの指名により第６グ

ループ１０クラブを担当するガバナー補佐の大役を引き受けさせていただきまし

た。

　　４市１０クラブにまたがる各クラブの特性を活かしながら、地区方針を全うし、各

クラブの活力のある組織運営と１０クラブの輪づくりを進め、第２７８０地区の中核

として他のグループをまとめるＡＧの仲間とも連携を深めつつ、国際ロータリーの

テーマでもあります 「インスピレーションになろう」の意味をしっかりと捉え、前年度の 「ロータリー変化をも

たらす」や「世界で良い事をしょう」を基本とする「超我の奉仕」を実践し、輝く未来のロータリーをしっかり

と追及し、明る＜楽しく友情の絆で結ぶロータリーを推進して参ります。皆様の絶大なる御支援ご協力を

お願い申し上げると共に各クラブの発展を心からお祈り申し上げます。

武田　茂 会長

会長の時間

幹事報告

委員会報告

　今日を入れて会長職も3回

となりました。残り3回よろし

くお願いします。

　本日は今年度 加藤ガバ

ナー補佐、次年度 中野ガバ

ナー補佐いらっしゃいませ。

加藤ガバナー補佐には一年

間お世話になりました。あり

がとうございました。

　先週の木曜日、今年度、最後の会長幹事会を終了し

ました。なごやかな方たちばかりで年に2～3回『17～

18年度の会長幹事の同窓会をやろう』と言う事になり

ました。

　今年の1月頃、画商を介してですが、野村證券から

依頼があり作品がほしいと言うありがた～いお話があ

りました。

　画商が来て複数の作品を持ち帰り、返事を待って

おりました。大きな会社は決定するのに役員らの稟

議、稟議が繰り返され時間がかかり、こちらが忘れる

ぐららいのころ、最近ふと夜空を見上げると流れ星を

みつけあわてて（作品が収まりますように）とお祈りを

しましたが、間に合わず星はどこかに消えました。

　先日、野村から作品複数を買わせていただきま

す。と電話がありました。

　これは、流れ星のせいではありません。私の実力だ

と思います。以上です。

◆加藤伸一様（ＲＩ第２７８０地区第６Ｇガバナー補佐・海老

名欅ＲＣ）／一年間大変お世話になりました。ありがとうござ

います。本日は中野正義次年度ガバナー補佐とごあいさつに

まいりました。宜しくお願い致します。

◆中野正義様（ＲＩ第２７８０地区第６Ｇ次年度ガバナー補

佐・厚木中ＲＣ)／本日は新年度を迎えるにあたり、加藤伸一

ガバナー補佐とご一緒にご挨拶に伺いました。５月２７日に開

催しました厚木中ＲＣの創立４０周年記念例会に会長、幹事

様のご出席を頂きありがとうございました。

◆武田茂会長／例会あと３回。がんばります。

◆真鍋藤正会員／花岡先生、開院５０年おめでとうございま

す。益 の々ご隆盛を祈念申し上げます。

　第３８回　全国まなべ会　白浜大会に曾孫（ひまご）もつ

れて参加しました。不便な場所なので全国のまなべさんの今

年の参加者は８５名でしたが、紀州　白浜のまなべグループ

は、一つの部落に数十軒が居を構えているので、まなべ会の

大会にも地元選出の国会議員１名、県会議員３名が表敬参

加しました。

　泊まったホテルは和歌山の時の人が愛犬の追悼式をしよ

うとした白浜随一の超豪華ホテルでした。

◆本田誠一会員／本日は初孫の１７回忌を済ませてきました。

願わくば今の４人の孫の健康と無事に成長することを見守っ

ていきたい。

◆宮東悠会員／加藤伸一様、中野正義様、当クラブにようこ

そ。次年度もよろしくお願いいたします。

◆古木通夫会員／雨とスケジュールの関係で草むしりが間

に合わない！

◆増正之会員／１.６月９日（土）ＰＭ６：００横浜うかい亭にて、

大和三田会（慶応大学ＯＢ会）第１回記念懇親会に出席、三

田会報が良くできてました。

２.６月１０日（日）ＰＭ６：００北京飯店にて、中央大学大和白

門会の設立総会に出席。会長に岡田会員の奥様が初代会

長に就任しました。今後の活動を期待します。中央大学のＯ

Ｂは５７万人だそうです。

３.第６Ｇガバナー補佐加藤伸一様お疲れ様でした。未だかな。

第６Ｇ次年度ガバナー補佐中野正義様、よろしくお願い致し

ます。

◆井上勝彦会員／今日は私の誕生日お祝いいただきありが

とう。

◆伊藤健司会員／本日は家内の誕生日をお祝いいただきあ

りがとうございました。

◆佐々木和夫会員／本日は加藤ガバナー補佐、そして次年

度ガバナー補佐中野正義様ようこそおいで下さいました。

森川　良三　幹事

戸張ソングリーダー

第26３6回　2018年６月12日（火）

司　 会 ／三浦高義 会員

Ｓ.　Ｌ. ／戸張美穂 会員

斉    唱 ／「それでこそロータリー」

ゲ ス ト／ＲＩ第２７８０地区

 　第６Ｇガバナー補佐

 　加藤伸一様（海老名﨔）

 ＲＩ第２７８０地区

 　第６Ｇ次年度ガバナー補佐

 　中野正義様（厚木中）
ビジター／なし

◆6月19日（火）は通常例会ですが、

お部屋は４Ｆ エレベーター下り

て左です

【ポスティング】 

◆次第

◆週報

◆５/１３（日）、５/２９（火）夜間例会

の収支報告

◆ガバナー月信

【回覧】

◆国際化協会　理事長交代について

◆公共イメージ・雑誌委員会

（松川健治委員長）／

公共イメージお知らせ。

ＬＩＮＥスタンプ。

◆カラオケ同好会

（長谷川会長）／

６月１８日（月）

カラオケ会　１９：００より

場所　まき

◆出席委員会（籾山委員）／

◆次年度クラブ会報委員会

（冨岡弘文委員長）／

本日例会後に下の喫茶で次

年度の週報作成について打

ち合わせを行います。

クラブ活動報告書の制作に

ついても詰めの打ち合わせを

行います。

スマイルボックス報告／

相原委員

本日 ￥１８,８００  累計 ￥６５３,８００スマイルＢＯＸ

戸張　委員長：この1年間、会員の皆さん、および

委員会のメンバーの方々のご協力により、予算内で

親睦活動をやってこれましたこと、ありがとうござ

います。

増　クラブ奉仕委員長：今年の親睦委員会は、綿

密な計画を立てて、すばらしい企画をしていただき

ました。ありがとうございました。

本田　委員：クリスマス家族会は、家族共々にぎや

かに過ごせました。バス旅行も大変よかったです。

戸張委員長は、微に入り細に入りの女性ならでは

の気遣いで親睦委員会を運営され感謝しておりま

す。

三浦　委員：親睦は、ロータリーにとって大事だと

いうのが参加する度に思いました。うかい亭でのク

リスマス会は、ちょっとしたおしゃれをして、プレゼ

ント交換もあり、娘も楽しみにしています。

馬郡　委員：エイサーが記憶に残りました。全員が

踊って、すばらしい体験ができました。

相原　委員：家族で参加し、歌も歌わせていただき

満足しました。座間との合同例会もよかったです。

伊藤（彦）副委員長：会長のご指導のもと、多くの人

を集めることができました。以前、横浜でマグロの解

体ショーをやったときに、１００人以上集まりました。

やはり、ショー的な要素があると集まるのではと思い

ます。

　野郎会では、奥様にも参加いただきました。方針と

しましては、会員さんの店や知り合いの所で開催する

ようにしました。花火大会も多く集まりました。

予算は、会食費をどのように利用するかというのがポ

イントのようです。

　クリスマス会は、８０名の席以上に参加者がありま

した。５月１３日の夜間例会では、花巻から 6 名の参

加がありました。大雨だったのが少し残念でした。

委員の皆様、ご苦労様でした。

武田　会長：ゲストは、３００名以上を達成しまし

た。ありがとうございました。

卓話 戸張　美穂　委員長「親睦委員会の１年」

田辺

田辺・石井
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　　２０１８-１９年度国際ロータリー第２７８０地区脇洋一郎ガバナーの指名により第６グ

ループ１０クラブを担当するガバナー補佐の大役を引き受けさせていただきまし

た。

　　４市１０クラブにまたがる各クラブの特性を活かしながら、地区方針を全うし、各

クラブの活力のある組織運営と１０クラブの輪づくりを進め、第２７８０地区の中核
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たらす」や「世界で良い事をしょう」を基本とする「超我の奉仕」を実践し、輝く未来のロータリーをしっかり

と追及し、明る＜楽しく友情の絆で結ぶロータリーを推進して参ります。皆様の絶大なる御支援ご協力を
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幹事報告

委員会報告

　今日を入れて会長職も3回

となりました。残り3回よろし

くお願いします。

　本日は今年度 加藤ガバ

ナー補佐、次年度 中野ガバ

ナー補佐いらっしゃいませ。

加藤ガバナー補佐には一年

間お世話になりました。あり
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　先週の木曜日、今年度、最後の会長幹事会を終了し

ました。なごやかな方たちばかりで年に2～3回『17～

18年度の会長幹事の同窓会をやろう』と言う事になり

ました。

　今年の1月頃、画商を介してですが、野村證券から

依頼があり作品がほしいと言うありがた～いお話があ

りました。

　画商が来て複数の作品を持ち帰り、返事を待って
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みつけあわてて（作品が収まりますように）とお祈りを

しましたが、間に合わず星はどこかに消えました。

　先日、野村から作品複数を買わせていただきま

す。と電話がありました。

　これは、流れ星のせいではありません。私の実力だ

と思います。以上です。

◆加藤伸一様（ＲＩ第２７８０地区第６Ｇガバナー補佐・海老

名欅ＲＣ）／一年間大変お世話になりました。ありがとうござ

います。本日は中野正義次年度ガバナー補佐とごあいさつに

まいりました。宜しくお願い致します。
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◆真鍋藤正会員／花岡先生、開院５０年おめでとうございま
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加しました。

　泊まったホテルは和歌山の時の人が愛犬の追悼式をしよ
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カラオケ会　１９：００より

場所　まき

◆出席委員会（籾山委員）／

◆次年度クラブ会報委員会

（冨岡弘文委員長）／

本日例会後に下の喫茶で次

年度の週報作成について打

ち合わせを行います。

クラブ活動報告書の制作に

ついても詰めの打ち合わせを

行います。

スマイルボックス報告／

相原委員

本日 ￥１８,８００  累計 ￥６５３,８００スマイルＢＯＸ

戸張　委員長：この1年間、会員の皆さん、および

委員会のメンバーの方々のご協力により、予算内で

親睦活動をやってこれましたこと、ありがとうござ

います。

増　クラブ奉仕委員長：今年の親睦委員会は、綿

密な計画を立てて、すばらしい企画をしていただき

ました。ありがとうございました。

本田　委員：クリスマス家族会は、家族共々にぎや

かに過ごせました。バス旅行も大変よかったです。

戸張委員長は、微に入り細に入りの女性ならでは

の気遣いで親睦委員会を運営され感謝しておりま

す。

三浦　委員：親睦は、ロータリーにとって大事だと

いうのが参加する度に思いました。うかい亭でのク

リスマス会は、ちょっとしたおしゃれをして、プレゼ

ント交換もあり、娘も楽しみにしています。

馬郡　委員：エイサーが記憶に残りました。全員が

踊って、すばらしい体験ができました。

相原　委員：家族で参加し、歌も歌わせていただき

満足しました。座間との合同例会もよかったです。

伊藤（彦）副委員長：会長のご指導のもと、多くの人

を集めることができました。以前、横浜でマグロの解

体ショーをやったときに、１００人以上集まりました。

やはり、ショー的な要素があると集まるのではと思い

ます。

　野郎会では、奥様にも参加いただきました。方針と

しましては、会員さんの店や知り合いの所で開催する

ようにしました。花火大会も多く集まりました。

予算は、会食費をどのように利用するかというのがポ

イントのようです。

　クリスマス会は、８０名の席以上に参加者がありま

した。５月１３日の夜間例会では、花巻から 6 名の参

加がありました。大雨だったのが少し残念でした。

委員の皆様、ご苦労様でした。

武田　会長：ゲストは、３００名以上を達成しまし

た。ありがとうございました。

卓話 戸張　美穂　委員長「親睦委員会の１年」

田辺

田辺・石井


