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職 業 奉 仕 月 間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2367回）
四つのテスト
「 委 員 会 」
50周年記念事業実行委員会

４）第2回被選理事会

次週（１月２６日）のお知らせ
１）例 会
２）ソング
３）卓 話

（2368回）
友と呼べるのは
「最近の高校生の
現状と接し方」
履正社高等学校
硬式野球部監督 岡田 龍生 様
荒木 幾夫会員紹介

４）2月度定例理事会

☆☆ １月度の結婚記念日 ☆☆
溝手 悟
高良 尚志

柳澤 興平
森本 成俊

木川 武利
（以上敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

前回の例会が2017年の初例会で、
御木会員が再
入会をしてくれましたが、昨年６月末に退会届
が出ておりました山村会員につきましては、皆
様方の説得の甲斐もなく残念乍、昨年最後の理
事会にて退会を承認せざるを得ませんでした。
残念でなりません。最近歳のせいかも知れませ
んが、つくづく思います事は坂本パスト会長が
会長の時の川柳大会で、会長賞の掛け時計を頂
いた川柳で“ロータリー 永遠(とわ)の友との
出逢いかな”を詠ませて頂きました。折角この会
で知り合い、友人になれたのに永い友情を分か
ち合いたいと思っております。
やはり「五つのShin友」新友⇒親友⇒信友⇒真
友⇒そして心友になりたいです。是非皆様、永遠
の“心友”になろうではないですか！新しい会
員並びに再入会のメンバーと共に逢えて良かっ
たと思えるクラブにしたいと思います。皆様ど

うぞ会員候補をどしどしご推薦頂きます様、重
ねてお願い申し上げます。
昨日１１日（水）はRACの本年初例会が錦城閣
で開催され、当クラブより小寺パスト会長、福原
パスト会長、橋本会長エレクト、箕村幹事、寺杣
幹事エレクト、中島会員強化委員長、山田社会奉
仕委員長、、勝見青少年委員長と私、計９名が参
加頂きました。今回のメインプログラムは「会員
の新年の抱負発表」ということで各自色紙に抱
負の一文字を書き発表してくれました。
今月の第２例会は移動例会で名古屋にて一泊
研修の予定です。
本日はクラブ協議会です。上期事業の報告並
びに下期事業の計画を発表致しますので、皆様
何なりとご意見ご質問を頂ければ幸いです。宜
しくお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①「台北陽明ロータリークラブ創立40周年記念
式典」のご案内を本日お配りしております。
②2017年国際大会（アトランタ大会）の参加募集
を再度お配りしております。
③青少年交換派遣学生 永田秀成君から月例報
告が届いておりますので本日お配りしており
ます。なお、お写真を掲示板に掲示しておりま
すのでご覧ください。

☆☆ 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

１名
０名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

59名
40名(52名)
22名
12名

④先週お配りしております「ロータリーの友（1
月号）」の推奨記事のご紹介をお配りしており
ますのでご覧いただきます様お願いいたしま
す。
⑤下半期の会費のご請求をさせていただいてお
りますのでよろしくお願いいたします。
⑥「2016-17年度 ロータリーデー」の出欠のご
返事を事務局までお願いいたします。
⑦第2回三世代クラブ有志合同懇親会の出欠の
ご返事を事務局までお願いいたします。
⑧本日13：10～当例会場において「クラブ協議
会」を開催いたします。会員各位の多数のご参
加をお願いいたします。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。
⑨次週例会終了後「第2回被選理事会」を開催致
しますので関係各位宜しくお願いいたしま
す。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

）内は会員総数を基準とした値

1月12日の出席率
76.92％
5週間前（12月15日）の
メークアップを含む出席率 84.62％
メークアップ実施会員
5名（欠席者13名)
6ヶ月ホームクラブ皆出席 自祝
寺内 清視
1月誕生日、1月結婚記念日 お祝いを頂きまし
た。ありがとうございました。
木川 武利
結婚記念日 自祝
柳澤 興平
平成29年1月12日

合計金

151,000円

累計金 1,855,000円
－－ク ラ ブ 協 議 会 －－
1月12日（木）例会終了後 引き続きクラブ協
議会が開催され、各委員会より上半期事業報告
ならびに下半期事業計画が発表されました。

敬称を略す

石田道夫会長、衣斐 孝雄会員をはじめ、多数
の皆様のお見舞を頂き、誠に嬉しく、有難く
思っています。
大阪天満橋R.Cの皆様に 感謝！感謝！
川本 浩
50周年の御盡力に感謝して
福井 興
50周年の成功をお祈りします。
坂本 一民
在籍表彰自祝
荒木 幾夫
5ヵ年在籍 自祝
勝見 茂
在籍やっと3ヶ年！
30年後のクラブを支えられる様 精進していき
ます！
田邉 三郎
6ヶ月ホームクラブ皆出席 自祝
今井 浩

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・ポーチドエッグ、生ハム、マッシュルーム
エッセンス、パルメザンフォーム
・フィレビーフのロースト、ウエリントン
風、インゲン豆とマデラソース
・タンカンと生姜のタルト、蜂蜜のソース
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

四つのテスト

相模原南ＲＣ
作曲 水 谷 暢 宏

真実か どうか

みんなに 公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

