第２７６２回例会 逗子ロータリークラブ
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2019-20 年度 №1 2019 年 7 月 4 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：大野宏一

第 3 木曜日 18:30

幹事：横山 健

事務所：逗子市桜山 6-3-29

TEL＆FAX：046-873-0226

第 5 木曜日 18:00

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

Website: http://www.zushi-rc.com/

大野年度
第 2762 回
12:30

例会プログラム

開会宣言
点鐘

大野会長

ロータリーソング斉唱
ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間
新会員入会式
今井真理子様（㈱東測
幹事報告

代表取締役）

来信・告示事項

委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00

卓話・プログラム
役員就任挨拶・クラブ奉仕各委員長

年度

方針発表
閉会宣言
13:30

点鐘

大野会長

スタート

【新会長の抱負】
皆様、
『木曜日だよ！逗子ロータリークラ
ブ全員集合!!』ということで一年間よろし
くお願いいたします。
今年度特記すべき事業といたしまして
①青少年交換留学生（ハンガリー：
Szabò Kata さん）受入②姉妹クラブである、京都紫野
RC との初の合同例会（at 能登）③グローバル補助金事
業を目標としたキルギス視察。等がありますが、年間プロ
グラムに予定している各事業を、会員の皆様と、しっか
り、と行っていくことが大切だと考えております。
また、例会プログラム一年を通してのテーマは『健康』
とし、様々な企画を考案、その他ロータリー活動に準じた
ゲストを予定し、楽しい例会、勉強になる例会、会員相互
のアピールの場を提供する例会を目指します。
会員増強に関しましては、５０名台の会員規模のクラ
ブを目標とします。それには、会員 1 人 1 人の協力が一
番大切だと考えております。ロータリー財団及び米山奨
学への支援については、両団体への理解を深める企画を
早期に行います。目標寄付額への早期達成へのご協力を
お願いします。
いろいろお願いすることばかりで恐縮ですが、一年間、
楽しくご一緒いたしましょう！

今後の予定
7 月 4 日(木)

12:30

役員・クラブ奉仕

年度方針

奉仕プ・広報・会員増強退会防
止・R 財団米山 年度方針
18:30 ハンブルグ国際大会参加報告
7 月 18 日(木)
徳永会員・横山会員
18:00 納涼懇親会(同伴)
7 月 25 日(木)
於：リビエラ
（予定）
7 月 11 日(木)

12:30

12:30

卓話

8 月 8 日(木)

12:30

卓話

財団ニコニコ

河野

＄150

山科、匂坂

＄50

河野

20,000 円

匂坂

5,000 円

例会記録

2019 年 6 月 20 日

ゲスト ：石田生さん(ローテックス)・田丸文菜さん(R 財団
奨学生)・高橋日南乃さん（青少年交換学生）
ビジター：岡野正道氏（2018-19 年度ガバナー補佐）
中込仁志氏（2019-20 年度ガバナー補佐）
出席報告：会員数 45 名(出席免除 3 名)
出席者 ：３7 名 84.09％ 前回修正出席率 66.67％

幹事報告

8 月 1 日(木)

米山ニコニコ

2761 回

開催案内：9/14(土)13:00～「米山梅吉記念

館創立 50 周年記念式典」於：東レ総合研修センター
（三島市）
・米山梅吉記念館

登録料

表
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桐ケ谷覚会員・逗子市長初当選
毎例会高額をニコニコに貢献
IM で水戸黄門寸劇
出席率 低下の声も

（橘 武）

会長の時間

山本由夫会長

会員の皆様の御協力により、1 年間無事に終えられる事を感謝致します。突然ショッキングな出来事が起きてしまいました。
先週の 13 日の例会の際、安藤会員より「一年間ご苦労様。あとは来週の最終例会だけだね」とお声がけを頂きました。毎回、
例会の始めか終わりに「頑張っているね、あと何回の例会だよ」と気にかけて頂いていました。15 日に鈴木副会長より安藤会
員の訃報の電話を頂いた時は耳を疑いました。安藤会員のご自宅へ私と幹事、鈴木副会長の 3 名で伺い、お別れしてまいりま
した。米軍のジョージ・ワシントンやレーガンといった空母に乗船させていただいた事などが思い出されます。心よりご冥福を
お祈り申し上げます。会員の皆様、1 年間ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ本日合計

￥113,000

累計

￥2,020,000

岡野 AG…一年間ありがとうございました。
山口君、湊屋君…山本会長一年間ご苦労様。
中込次年度 AG…本日は次年度の挨拶に伺いました。来年度よ 山科君、橘（克）君…安藤さんのご冥福を祈ります。
ろしくお願い致します。
村松君…最終例会、会長・幹事お疲れ様でした。
山本（由）君…一年間ありがとうございました。
松井君…山本会長・清水幹事、一年間お疲れ様でした。安藤さんの
清水（惠）さん…皆様に励まされ助けられ、本日を迎える事が
ご冥福を祈って。
出来ました。例会では安藤会員にもエールを送って頂きま 河野君…今日もよろしく。
した。皆様ありがとう！！
桐田君…由夫やん、はじけて下さい。ご苦労様でした。
福嶋君…山本会長最終例会おめでとうございます。その節はお 岡本（久）君、松田君、匂坂君、中根君、岡本（一）君…山本会長、
見舞い頂いてありがとうございます。
清水幹事 1 年間お疲れ様でした。
鈴木（安）君…山本年度無事帰港おめでとう。
岩佐君…大変御無沙汰しております。
鈴木（久）君…役員の皆様 1 年間ご苦労様でした。
服部君…山本丸完走おめでとうございます！
村田君、臼井君、大野君、矢島君、横瀬君、鈴木（弘）君…山本 岩堀君…山本会長本当にお疲れ様でした。私は何も出来なかった親
会長、お疲れでした！
睦委員長でした！御免なさい。
橘（武）君…①山本会長ご苦労様でした。②安藤脩二会員を悼んで。 徳永君…一年間お疲れ様でした。新しい年度に向けて頑張ります。
矢部（光）君…山本由夫会長年度終わり良ければ総て良し。清 森澤君…山本年度、無事最終例会おめでとうございます。
水幹事ご苦労様でした！
横山君…昨日はラッキーでした。4 名分ラウンド無料券あたりました。
矢部（房）君、桐ケ谷君、大下君…山本会長ご苦労様でした。 田耕さん…山本会長お疲れ様でした。大野会長にも期待しています。
大野次年度会長頑張って下さい。

山本会長から
大野会長へ

鈴木（久）会員
の乾杯！！

岡野 AG お疲れ
様でした。

締めの言葉は
福嶋会員

中込 AG 宜しく
お願いします。

「宴」各テーブル、盛り上がりました

ローテックスの石田
さん、財団奨学生の田
丸さん、青少年交換留
学生の高橋さん。

次年度 3 役、がんばります！！

「山口哲会員、入会以来 44 年間
例会出席 100％を継続中」

山本年度から大野年度へ、バトンタッチ！
山本会長お疲れ様でした。
清水幹事ありがとうございました。

最後は「手に手つないで」を全員で合唱

素敵なバンドに合わせて、ダンスも軽やかに♪(^^♪

