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─ 2556 回 例会記録

2014 年 12 月 18 日 ─

藤 吉 会 長 の 時 間

報告

・週報：鎌倉 RC 京都紫野 RC

★2017-18 年度ガバナーノミニー確定宣言：

★本日は、たいへん多くの皆さんにお集ま
り頂きありがとうございます。湘南 OVA

12/25（木）17:00 をもって郵便投票を締切り 2015

さんをお借りしてのクリスマス親睦例会で

年 1 月 7 日開票の結果、有効投票の過半数を獲得。

す。藤吉年度の折り返し地点です。親睦委

相模原南 RC 大谷新一郎会員

員会を主体に楽しい企画を準備致しました。
今日の例会ではどうぞ皆さんごゆっくりと

に確定。

★ローターアクト第 26 回地区年次大会開催案内：
2/15(日)13:00～

楽しんで頂き、またすばらしい DANROK の演奏に耳を傾けて

メルキュールホテル横須賀

★インターアクト一泊研修会参加のお願い：

頂きたいと思います。

3/28(土)～29(日)

★国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室より
RI 理事会はロータリーの特別月間を変更しました。

★下半期地区資金支払いのお願い（会員一人当たり）
本会計下半期分

8 月：会員増強・拡大月間（従来通り）
9 月：基本的教育と識字率向上月間

7.850 円

事業会計

4.150 円

★ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会下期普通寄付金のお願い
当クラブは半期会員一人当たり 2.500 円としている

10 月：経済と地域社会の発展月間・米山月間（従来通り）
11 月：ロータリー財団月間（従来通り）

厚木市立七沢自然ふれあいｾﾝﾀｰ

★米山記念奨学会ﾆｭｰｽ

12 月：疾病予防と治療月間

ハイライトよねやま 178 号

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/hi

1 月：職業奉仕月間
2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間

ghlight178_pdf.pdf で全文を。

3 月：水と衛生月間

★RI 日本事務局財団室 NEWS

4 月：母子の健康月間

★国際ﾛｰﾀﾘｰ及びロータリー財団 2013-14 年度年次報告

5 月：青少年奉仕月間

1 月号(6 ﾍﾟｰｼﾞ事務局まで)

地区ロータリー財団委員会にアップされる。

6 月：趣味・職業別親睦活動月間（従来通り）

エレンさんからメールが届く！！

（ 原文のまま・・ 日本語が下手になった？？？）

明けましておめでとう！
こんにちは！みんなは元気？ 私は元気です。今冬休みがある。今年、私の家族が特別プレセントがもらった
(買った)。一つ可愛い犬！彼の名前は Bengt. Bengt は今四月際と本当にかわいい。まぁ、コジよりまま。でも
彼のことが大好き。コジ-くんは元気？

逗子ロタリークラブのみんなは元気？

つかった。先生の名前はびか-さん。優しく、お持ち路人。

ヴェロナは今ちょっと寒い。雪が降ったが一日だけ。

日本へ戻りたい、けどいつを知らない。ここから、よろしくお願いします！
7/31 帰国の日 羽田にて

ヴェロナで日本語学校を見

エレン

（＊コジ・・・犬）

湘南 OVA でクリスマス会 “ＤＡＮＲＯＫ”を楽しむ

ゲスト・ご家族含め 総勢 68 名

★藤吉会長よりゲストの横浜 RC 新堀ギターの新堀寛
己氏、小島ガバナー補佐、葉山 RC 土佐会長、交換学
生の塚田さんの紹介。続いて３名の新会員（丸山会員、
横山会員、北島会員）と、休会中の４名のロータリー
家族（松田守郎氏、赤池誠信氏、山本勇氏、北沢泰一
氏）の紹介。
「お久しぶり」とのことで北沢氏による乾
杯にてクリスマス親睦会がスタート。会員 40 名の出席
で 81.63％の出席率が元気よく発表された。
★ローストビーフはじめお料理に舌鼓をうち、デザー
トのケーキを食べ終えると、いよいよお待ちかねの
DANROK の演奏が・・・ 新進気鋭男性６人のギタリ
ストで構成された 21 世紀型ギター重奏団で、代表曲の
「ロックオブモーツァルト」に始まりバラード「おみ
なえし」
「川の流れのように」の演奏に加えて「ダンロ
ックリスマス」も演奏頂き、迫力ある演奏に感動し、
昨年とは趣きをかえ、品の良い素晴しいクリスマス会
となりました。

（担当：寺嶋正彦）

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥８４．０００

小島晧史ガバナー補佐…今日はお声をかけて下さりリガとうご
ざいます。来年もまたよろしくお願い致します。
葉山 RC 土佐洋子会長…逗子クラブの皆様お邪魔致します。
DANROKU 楽しみです。

累計 ￥１.０１２．０００
世話になります。

鈴木(安)君…今年の最終、楽しく過ごしましょう。
山口君…今日も記憶をなくすまで飲むっ！
桐田君…南相馬ご苦労様です。

北澤泰一様・山本勇様…本日はお声をかけて頂き。

三宅君…今年もおわりですねぇ。

藤吉君…やっと半年が終わります。

矢部(房)君…X’mas 例会、もう一年も末か、感無量。

大野君…本日は皆様よろしくお願い致します。

安藤君…今日もベースでサンタクロースをやってきました。

石田君…メリーX’mas。松田さん、赤池さん、北沢さん、山

森澤君…昨日のコンペ、己の力のなさを痛感しました。

本さん、ようこそ。

鈴木(久)君…年末、毎日予定がぎっしりです。

長野君…久し振りの例会出席です。よろしくお願いします。

松田君…今日が最後の例会ですね。1 年間有難うございます。

北島君…本日は湘南 OVA へ ようこそ！！

福嶋君、岩堀君…今年も（は）お世話になりました。

桐ケ谷君、船津君、市川君、橘(武)君、篤君、匂坂君、徳永君、

毛利君…今年も元気に無事に年が越せそうです。

服部君…メリークリスマス！！

矢島君…来年もよろしく。

横山君…娘二人と参加。大貫千秋先生にギター習っています。

村田君…来年もよい年であ～れ！

松井君、岡本君…メリークリスマス、楽しい忘年会を。

山本(三)さん…メリクリ！藤吉年度、さらに盛り立てていきま

村松君、寺嶋君…楽しいクリスマス、素晴らしい演奏楽しみ。

しょう。

丸山君…おいしい食事と素敵が音楽。楽しみです。

湊屋君…寒くなってきました。

矢部(光)君、宝子山君…忘年会、クリスマス会楽しみましょう。

河野君…寒い日が続き、身体に気をつけて。

臼井君…私も昔、新堀先生の教室に通いました。本日は孫がお

草柳君…北日本は大変です。関東は冬の準備を。

ゲスト：新堀寛己様・奥様 松田守郎様・奥様 北沢泰一様 山本勇様 赤池誠信様
塚田琴音さん
【出席報告】会員数 49 名(出席免除 6 名)
出席数 40 名：出席率 81.63% 前回修正出席率 62.22％

