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司   会  親睦活動委員  髙𫞎 遼太           

点   鐘  直前会長    松岡 昌宏    

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」 

唱   和 四つのテスト 

私も、会員増強委員長ですが、来週に卓話を控え 

ております。どのようにしたら、会員が増え、例

会がより一層盛り上がりを見せるのか、一生懸命

考えたいと思います。それでは本日も短い時間で

はございますが宜しくお願い申し上げます。 

 

皆様こんにちは。直前会長の松岡でございます。

先週は直前会長幹事慰労会を開催頂き誠にありが

とうございました。ようやく引退できたと思いま

したら、本日は陣野会長が海外出張のため会長代

行として復活いたしました。 

 梅雨が明け、猛暑日が続いております。どうか

皆様お身体にはくれぐれも気をつけて頂きたいと

思います。本日はクラブ協議会が開催されます。

五大奉仕委員長以外の各委員会の委員長様に、本

年度の活動計画の発表と意気込みを語って頂きた

いと思います。宜しくお願い申し上げます。 

会長の時間 直前会長 松岡 昌宏 

 

１、地区事務所より４件受信 

  １)「職業奉仕」に関するご案内 

  ２）第１回ロータリー財団セミナー開催の案内 

   日時：８月１７日（土）１３時３０分～  

   場所：国立女性教育会館 研修棟 ３１０号 

 ３）公共イメージ委員会活動について 

  ・アンケート集計報告及び公共イメージに関 

   するガバナーのお考え 

４）ロータリー・リーダーシップ・研究会（Ｒ 

  ＬＩ）の案内 

幹事報告 直前幹事 鈴木 明子  



 

ＲＬＩパートⅠ・Ⅱ・Ⅲ・DL養成講座開催 

に伴う出席督励のお願い及び出席申込書 

   ＲＬＩパートⅠ：ロータリアンとしての私    

   日時：９月２８日（土） 

   点鐘：９時１５分～１６時４５分  

   場所：国立女性教育会館 ヌエック 

 

「暑気払い家族例会へのお誘い」 

何かとご多忙の事と存じますがご家族をお誘い

してご出席下さい。楽しいイベントを企画中です 

日 時：８月２４日（土）１８時から２０時 

場 所：ベルセゾン ５Ｆ 「浅間」  

参加費：会員１０，０００円  

 ご家族（高校生含む）８，０００円（コース料理） 

 中学生～小学生高学年（５～６年生）４，０００円  

 小学４年生以下無料（中学生以下バイキング） 

★中学生以下の方でもご希望が御座いましたら   

 ＋４，０００円（８千円）でコース料理が頂けます。 

親睦活動委員会    委員長 宮川 勝平     

委員会報告 

２０１８年度皆出席者表彰 

 

森田輝雄会員・鈴木明子会員・金子幸男会員 

スマイル報告 

表彰状授与 

 

神谷稔会員と金子幸男会員に地区大会にて３０年

皆出席の表彰があり松岡直前会長より表彰状授与 

 

今月のお祝い 

会員誕生月：並木  傑・龍山利道 各会員 

夫人誕生月：大西克幸・宮川勝平・並木傑 

                 各会員夫人 

 

松岡 昌宏会員 直前会長の松岡です。今日は代

打です。皆様宜しくお願いします。  

鈴木 明子会員 急に熱くなりましたね。皆さん

お身体に気を付けてくださいませ。 

神谷  稔 会員 新年度委員長さん今年も頑張っ

てください。 

大塚 誠一会員 お暑うございます。皆様健康に

気を付けましょう。 

宮川 勝平会員 妻の誕生日です。年を数えられ

ない年齢になりました。 

岡本比呂志会員 猛暑です。暑さに負けず乗り切

りましょう。 

森田 輝雄会員 本格的な夏、皆さん暑さ対策に

本気で取り組みましょう。 

金子 幸男会員・増渕 和夫会員・龍山 利道会員

高𫞎 遼太会員 

『各委員長の皆様宜しくお願い致します』 

親睦活動委員会      委員 鈴木 明子     



クラブ協議会  

 
会場監督           鈴木 明子     

 
会員増強委員会    委員長 松岡 昌宏     

 

 
ロータリー情報委員会 委員長 龍山 利道     

会報委員会     副委員長 大塚 誠一  

 

 ７月４日の例会は、会長・幹事の就任の挨拶、

７月１１日は五大奉仕委員長の就任挨拶及び活動

方針がありました。本日は、各委員長より年度計

画書に沿って今年度の方針と活動計画が発表され

ました。一年間宜しくお願い致します。 

 出席向上委員会    委員長 髙𫞎 遼太  

 

親睦活動委員会    委員長 宮川 勝平     

 

年間プログラム予定は組まれておりますが、これ

はあくまで予定です。楽しい、充実した例会にす

る為にも、外部卓話等お願いしたい方がいれば対

応致します。何か御座いましたらご連絡下さい。  

プログラム委員会    委員 増渕 和夫  
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 委員長 髙𣘺 遼太 出席報告  委員長 岡野 元昭 

★２０１９年度上期会費納入のお願い 

 未納の方は、８月末日までにご入金くだ 

 さい。宜しくお願い致します。 

★例会及びセミナーの欠席は、必ず事務 

 局にご連絡下さい 

クラブからの連絡 

出席 １５名 欠席 ４名 

出  席  率 ６５．２２％  

修正出席率  
会員数２９名 

（免除者６名） 

Ｒ１.８.１  ８日（木） 通常例会 「月間に因んで」松岡増強委員長 

１５日（木） 定款による例会取消 

２２日（木） 例会取消 「暑気払い家族例会」に振替 

２４日（土） 夜間例会 「暑気払い家族例会」 １８時 

               ベルセゾン ５階 Asama 

２９日（木） 例会取消 定款による例会取消   

８月のプログラム 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

 ５日（木） 通常例会 「基本的教育と識字率向上月 

        間に因んで」 森田輝雄国際奉仕委員長 

１２日（木） 通常例会 「米山月間に因んで」神谷会員                

１９日（木） 例会取消 定款による 

２６日（木） 夜間例会 「会員親睦会」パーシモン１９時 

 
R財団委員会    副委員長 鈴木 明子 

 
米山記念奨学委員会    委員 神谷 稔 

 
研修リーダー     委員長 岡本比呂志  

 
雑誌広報委員会    委員長 金子 幸男  

９月のプログラム 


