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＜四つのテスト＞
つのテスト＞１．真実かどうか
真実かどうか ２．みんなに公平
みんなに公平か
公平か ３．好意と
好意と友情を
友情を深めるか
めるか ４．みんなのためになるかどうか

ＡＵＧＵＳＴ １８ ２０１１ ＮＯ．２１２２
会員増強および 拡大月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング

次週（８月２５日）のお知らせ
１）例 会

（2122回）

２）ソング

夕日

（2123回）
友とよべるのは

３）卓 話 会員増強および拡大月間記念卓話 ３）卓 話 「ガバナー所感」
「 会員増強および研修 」
会員強化委員会

ＲＩ第2660地区ガバナー
岡部 泰鑑 様
４）ガバナー公式訪問懇談会
５）9
５）9月度定例理事会

☆☆ 8月度の在籍表彰 ☆☆
8ヵ年 北村 修久 8ヵ年 西井 幾雄

☆☆６ヵ月ホームクラブ皆出席者☆☆
福井 興
重里 國麿
中川 政照 二宮 秀造

南川 和茂
（以上敬称略）

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆
みなさん今日は。８月は会員増強および拡大
月間です。何卒、新入会員をご紹介いただきます
よう皆様よろしくお願い申し上げます。
本日は、大変お忙しいなか第２６６０地区IM
６組担当ガバナー補佐の佐藤俊一様ようこそお
こし下さいました。この後のクラブ協議会では、
御指導の程よろしくお願い申し上げます。
また本年度創立３５周年を迎えられます、姉
妹クラブ台北陽明ロータリークラブ会長のB.J
様、パスト会長のBerin様、Jack様、直前会長のT.K
様、会員のKai様はるばる遠方よりおこしいただ
き感謝申し上げます。昨日リーガ・ロイヤルホテ
ル28階のクラウンルームで歓迎会を開催し、
当ク
ラブの多くの会員と楽しいひと時を過ごすこと
ができました。後ほど石田国際奉仕委員長にメ
ンバーのご紹介をお願いしております。

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆
①大阪鶴見ロータリークラブより2010-11年度Ｉ
Ｍ6組「夢ある日本の未来とロータリー」の記録
ＣＤが届きましたので本日お配りしています。
②青少年交換来日学生 マディさんのウエルカ
ムパーティーの出欠のご返事がまだの方は事
務局までお願いいたします。
③№1.2.7テーブル情報集会の出欠のご返事がま
だの方は事務局までお願いいたします。
④本日18：00より№4・6テーブル情報集会が「レ
スプリ・ドゥ・クゥー・ドゥ・フランス」にて
開催されます。関係各位よろしくお願いいた
します。
⑤本日13：00～当例会場において佐藤ガバナー
補佐をお迎えしての「クラブ協議会」を開催い
たします。会員各位の多数のご参加をお願い
します。クラブ協議会資料は全会員ポストに
配布させて頂いております。
⑥次週8月11日（木）は定款により休会にさせて
頂きます。なお、事務局のお盆休みは8月11日
（木）～16日（火）です。

☆☆ にこに こ箱 ☆☆

敬称を略す

佐藤ガバナー補佐本日は大変ご多忙の中誠に有難
うございます。どうか御指導宜しくお願い申し上
げます。
台北陽明ＲＣ、ＢＪ会長様皆様ようこそおいで下
さいました。感謝申し上げます。日本の夏をご
ゆっくりお楽しみください。
二宮 秀造

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
１名
０名
６名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

67名
50名(61名)
21名
11名

本日の佐藤ガバナー補佐ご来訪誠にありがとう
ございます。
川原 和彦
ガバナー補佐のご来訪を心から歓迎申し上げま
す。元ガバナー補佐として。
重里 國麿
佐藤ガバナー補佐よくお越し下さいました。
南川 和茂
台北陽明ＲＣご来訪に感謝申し上げます。
川原 和彦
佐藤ガバナー補佐本日宜しくお願い申し上げま
す。
石田 道夫
佐藤ガバナー補佐様、ようこそお越しいただき
ました。
福原 哲晃
台北陽明扶輪社の皆様、熱烈歓迎。
国際奉仕委員会
陽明ロータリーの皆様ようこそおいでいただき
ました。ごゆっくりおすごし下さい。
中野 格
陽明ロータリークラブの皆様ようこそお越しく
ださいました。
中島 清治
台北陽明ＲＣの皆様歓迎します。 ＳＡＡ一同
陽明ＲＣの皆様、熱烈歓迎。
福原 哲晃
オンドラがオーストラリアから里帰りしまし
た。現在、ＭＢＡを取る為がんばっています。
木村 忠夫
橋本先輩、先日はお世話になりました。
山田 雅則
橋本先輩、先日はありがとうございました。
中村 修
欠席のおわび。
宮下 佳昭
平成23
平成23年
23年8月4日

合計金

91,000円
91,000円

累計金

471,000円
471,000円

）内は会員総数を基準とした値

8月4日の出席率
81.97％
５週間前（7月14日）の
メークアップを含む出席率 90.00％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)

☆☆ クラブ協議会 ☆☆
「 佐藤俊一ガバナー補佐をお迎えして 」

ＩＭ第6組担当佐藤俊一ガバナー補佐をお迎
えし、クラブ協議会が例会の中開催されました。
各委員長から事業計画について説明があり、
佐藤俊一ガバナー補佐の講評をいただいて終了
致しました。

☆ №４、№６テーブル情報集会 ☆
№４テーブルマスター目幸
№６テーブルマスター髙田
８月４日、高麗橋ザ．キタハマプラザ２Ｆ“レ
スプリ・ドゥ・クゥー・ドゥ・フランス”にて情
報集会を開催しました。二宮会長の挨拶のあと、
福井会員の乾杯に続き、参加者１２名がそれぞ
れ雑談に興じ、フレンチレストランならではの
美味しい料理とワインのもてなしで、あっとい
う間に至福の時間が過ぎました。

☆☆ 台北陽明ＲＣ表敬訪問 ☆☆
台北陽明ＲＣの会長他４名の皆様が、35周年
の御挨拶ならびに陸前高田ＲＣとのＭＧ成立の
お礼に当クラブ例会に来訪されました。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・冷やしソーメン

・握り寿司

・小鉢

