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日　付 時　間 回　数 プログラム内容

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

６月 １２日（火）

６月 １９日（火）

６月 ２６日（火）

２

５

９３.１０

８２.１４

２７

２３

武田　茂 会長

会長の時間

幹事報告

　今日はすばらしい

晴れ間となりました。

　一昨日の日曜日から

千葉に生徒２０名をつ

れてスケッチ旅行なる

ものに行ってきまし

た。

　５年前にオープンし

たホキ美術館というスーパーリアリズムの作品だけ

を集めた美術館で、それは、それは、作品のリアリズ

ムさは写真よりすごいかったです。

　生徒たちはボーゼンと立ちすくむばかりでした。

こんな絵が同じ人間が描けるものかと関心しており

ました。ただすごい腕前はわかりましたが絵として

はどうか！！なと思います。私の感想です。

　生徒たちの画風が多少変わるかもしれません。７

月からの教室が楽しみです。

以上です。

森川　良三　幹事

戸張ソングリーダー

第26３７回　2018年６月1９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 ／なし

ビジター ／なし

２０１７－１８年度　第１３回

理事会開催について

日時：６／２６（火）１８：３０～

場所：北京飯店

【ポスティング】

◆次第

◆週報

◆やろう会のご案内

【回覧】

◆オークラフロンティアホテルご案内

◆相模原南ＲＣ週報

本日 ￥５,０００  累計 ￥６５８,８００スマイルＢＯＸ

第７回クラブ協議会

「１年を終えて」

◆武田茂会長／例会あと２回、最高！！

◆伊藤彦二会員／古い人間、古いお金でスマイル

いたします。新しい話としては、現在北海道は場所

により夏３０度以上の所があれば、雪が降っている

所があります。この秋の作物が大変です。

◆三浦高義会員／先日、娘が９歳になり、誕生日記

念でディズニーランドに行ってきました。誕生日の

シールを胸に張ってもらった娘に、キャストの皆さん

が次から次に「おめでと～」と声をかけてくださり、

娘はとても良い思い出になったようでした。

◆長谷川衛会員／昨日のカラオケ同好会に出席

の皆様、ご苦労様でした。楽しく一刻を過ごすこと

ができました。次年度も宜しく同好会を愛してくだ

さい。

◆増正之会員／１．Ｈ３０年６月１７日（日）～１８日

（月）千葉県南房総白浜温泉へ中学の同窓会に

行ってきました。泊りなので久しぶりにおいしい魚

と酒を堪能してきました。

増クラブ奉仕委員長：クラブ奉仕は、戸張副

委員長の他８名の各委員長で構成していま

す。

相原出席委員会副委員長：委員の皆さん、出

席報告にご協力ありがとうございました。

伊藤（健）クラブ会報委員長：毎月持ち回りで

やっていますが、来年は三浦さん、松川さんが

加わります。今年は、外部に発注していました

が、来年度は、編集から印刷まで自分達で行

い、経費を削減します。

戸張親睦・ロータリー家族委員長：会長の方

針に沿って、家族とくに奥様に参加いただき、

楽しい１年間になりました。出費は、予算額の

３分の２程度に収めることができました。

クラブ協議会司会

森川幹事

三浦会員増強・維持委員長　

花岡姉妹友好クラブ委員長 長谷川カラオケ同好会長・

社会奉仕副委員長

道岸会員選考副委員長 伊藤ＳＡＡ

吉岡プログラム委員長・

米山奨学記念委員長

松川公共イメージ・雑誌委員長 佐々木クラブ研修委員長

三浦会員増強・維持委員長：女性会員を増や

したかったですが、残念でした。

吉岡プログラム委員長：会員卓話として数人

の方に「自分の人生観について」お話いただき

ました。各月には地区から卓話者をお呼びし、

米軍基地司令官からも卓話をいただきまし

た。座間RCとの合同例会を実施しました。

松川（健）公共イメージ・雑誌委員長：毎月の

例会で、「ロータリーの友」の記事を紹介しま

した。産業フェアおよび交通事故撲滅大作戦

等で、ロータリ―をＰＲしました。

佐々木クラブ研修委員長：会報にロータリー

に関する記事を入れ、周知しました。

相原ロータリー財団委員会副委員長：ご寄付

をありがとうございました。

吉岡米山記念奨学委員長：多くのご寄付をあ

りがとうございました。皆様のご寄付によっ

て、海外からの留学生に奨学金をお渡しでき

ています。

花岡姉妹・友好クラブ委員長：花巻南RCを訪

問し、釜石商工会議所にも行きました。大震

災の時に寄付した車両が健在でした。また、

花巻南からもお越しいただきました。台北七

星RCでは、たいへんな歓迎を受けました。

伊藤（健）青少年奉仕委員会副委員長：地区

から久保田委員長に卓話をいただきました。

青少年交換としては、８月に台湾に留学生を

送ります。

長谷川カラオケ同好会会長：プロの歌手のご

指導の下、皆さん上手になりました。

伊藤（彦）ＳＡＡ：食事を大乃寿司に変更し、

好評を得ました。

来年度に向けて－－食事の余りをできるだけ

減らしたいので、欠席の場合は、事務局に連

絡をお願いします。

役割分担が偏っているようですので、重なら

ないようご配慮ください。たばこについては、

例会前と例会中は、ご遠慮願えればと思いま

す。

以上

増クラブ奉仕委員長 相原ロータリー財団副委員長・
出席副委員長

伊藤（健）クラブ会報委員長・
青少年奉仕委員会副委員長

戸張親睦委員長

田辺・石井

冨岡・本田・石高・田辺・石井
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