
⑦ 次週例会場にて「クラブ協議会」を開催いたし

ます。 出欠のご返事を事務局までお願いいた

します。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

第50代会長を拝命し会員の皆様のご協力をよろ

しくお願いします。 橋本 守之 

2度目の副会長をさせて頂きます。皆様のご指

導よろしくお願い致します 郡 悦清 

クラブの安泰と発展を祈願して 寺杣 晃一 

橋本丸一年間宜しくお願い申し上げます。 

 石田 道夫 

橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、一年間お世話

になります。 高良 尚志 

橋本会長がんばれ 川本 浩

橋本新会長と役員ご一同様の益々のご活躍をお

祈り致します 坂本 一民 

橋本会長一年間御苦労様です。50周年成功祈願

しています。 衣斐 孝雄 

橋本会長、郡副会長、寺杣幹事頑張って下さ

い。 南川 和茂 

橋本丸の豪快にしておだやかな航海を祈念し

て。 大矢 平治 

橋本執行部の門出を祝し！ 福原 哲晃

橋本丸の船出を祝し50周年事業の成功を祈念し

て。 中村 健輔

記念すべき1年 橋本会長よろしくお願いいたし

ます 金田 五郎

橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、一年間よろし

くお願い致します。 山本 喬一

     ☆☆ ７月度の在籍表彰 ☆☆ 

 49ヵ年 川本 浩   34ヵ年 橋本 守之 

 28ヵ年 安田 義治  17ヵ年 高良 尚志 

  9ヵ年 山田 雅則   4ヵ年 寺杣 晃一 

  1ヵ年 坂東 信幸   1ヵ年 廣畑 剛志 

  1ヵ年 木川 武利       

☆☆ ６ヵ月ホームクラブ皆出席者 ☆☆ 
  寺内 清視   

               （以上敬称略）  

  ＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 会員身分証明書を会員ポストにお配りしてお

ります。2017－18年度計画書はクラブ協議会当

日（7月13日）、ロスターにつきましてはカラー

化に伴い8月中の配布になる予定ですのでご

了承お願いいたします。 

② 「2017-18年度 上半期会費のお願い」を本日会

員ポストにお届けしています。お振り込み宜

しくお願いいたします。 

③ 「ロータリーの友」を本日お配りしておりま

す。 

④ 「2017－18年度ロータリー財団奨学生募集の

ご案内」が届いております。詳細につきまして

は掲示板の募集ポスターをご覧ください。 

⑤ 「2017年 秋のライラセミナー」ご案内を本日

お配りしております。 

⑥ 2016－17年度 秋のRYLA記録誌が事務局に届

いております。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2389回） 

２）ソング  日も風も星も 

３）クラブ協議会 

                 

   次週（７月２０日）のお知らせ 

１）例 会 （2390回） 

２）ソング  我等の生業 

３）卓 話 「ロータリー入会を振り返って」 

             宮里 修一会員 
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橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、井戸50周年委

員長、本年度御苦労様でございます 在本 茂 

橋本会長、郡副会長、寺杣幹事 1年間頑張っ

て下さい 髙田 肇  

橋本丸の無事の航海をお祈りします。 

 川原 和彦     

橋本会長 郡副会長 寺杣幹事 一年間よろし

くお願いします 溝手 悟 

橋本丸の出航を祝して、一年ガンバッテ下さ

い。 中村 修

橋本会長 郡副会長 寺杣幹事一年間大変と思い

ますが頑張って下さい      山田 雅則

橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、1年間頑張っ

て下さい よろしくお願いします。 末澤 正大 

橋本会長、寺杣幹事、郡超ベテラン副会長、一

年間よろしくお願い致します。50周年もネ！ 

 永田 秀次 

橋本会長、郡副会長、寺杣幹事、理事・役員の

皆様、一年間よろしくお願いいたします。山本

邦人さんのご入会を祝して。 中野 格

橋本会長、寺杣幹事、1年間よろしくお願いし

ます！ 中島 清治

橋本会長、1年間よろしくお願いいたします。 

 箕村 保 

橋本会長、寺杣幹事一年勉強させて下さい！ 

 田邉 三郎 

誕生日自祝 川本 浩

山本邦人さん、入会おめでとうございます。 

 橋本 守之 

山本邦人君をよろしく。 南川 和茂 

新入会員の山本邦人さんをどうぞよろしくお願

いします 在本 茂 

山本邦人さんご入会ありがとうございます。 

 箕村 保 

1年間ホームクラブ皆出席自祝 山本 喬一 

メイクアップを含む 年間皆出席自祝 中村 健輔 

50周年事業近づいて来ました。至らぬ点、多々

ありますが、よろしくお願いします。  

 井戸 幹雄 

ソングプログラム委員会、本年度もよろしく！ 

 髙松 貞彦 

本年1年間よろしくお願いします 

              副SAA 中川 政照 

本年度、久しぶりの副ＳＡＡです。1年間よろ

しくお願いします      副SAA 梅本 知秀 

本年一年間よろしくお願い致します 

              副SAA 永田 秀次 

本年1年間よろしくお願いします  

              副SAA 高橋 俊起 

本年1年間よろしくお願いします       

              副SAA 柳澤 興平 

本年も一年宜しくお願いします。 

              副SAA 宮里 修一  

今年一年よろしくお願いいたします。 

              副SAA 坂東 信幸 

本年1年 何分よろしくお願いします 

               SAA 川原 和彦   

平成29年7月6日  合計金   235,000円 

          累計金 235,000円 

☆☆ 新年度初例会 ☆☆  

7月6日（木）新年度初例会橋本会長ご挨拶に続

き理事役員のご挨拶がございました。 

 

 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ０名 会員総数 58名 

国内ゲスト  ３名 会員出席 44名(54名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 19名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 10名 

7月6日の出席率 81.48％ 

5週間前（6月8日）の 

メークアップを含む出席率 84.91％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者 11名) 

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆ 

先付/鯵(あじ)干物  焼茄子  なめこ  

 大根卸し酢し 

炊合/烏賊真丈揚げ煮  小芋  ほうれん草   

生麩  

焼物/鱧アスパラ巻焼  丸十密煮  酢蓮根 

汁物/蜆(しじみ)入り田舎味噌仕立て 

食事/梅御飯 茗荷 大葉 香の物 

デザート/イチジクのコンポート 






