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◇出席報告

例

会

■点鐘：新宅 文雄

FAX：0463-61-6281

幹 事

例会

田中 敏治

平成２９年７月６日 №１

■合唱：君が代・奉仕の理想

・７月２０日：夜間例会、直前会長幹事慰労会、新会員歓迎会

会員数 出席数

出席率

ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(4名 )

２４１３回 14(12)

８

66.67％

－

－

原、太田、大藤、野田さん

２４１１回 14(12)

８

66.67％

－

－

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名)

◇ゲスト： イスラーム･アシュラフ君 (米山奨学生）
◇出席報告
百瀬恵美子委員

◇バッジ装着：新宅会長→桜川 誠さん

10年で初めて出席委員を
やることになりました。

本日より入会されま

新たな思いで努めて参り

した桜川さん=

ますので宜しくお願い致

(株)カトー二宮営業

します。

所長=です。

◇米山奨学金授与：新宅会長→イスラーム君へ

桜川さん： 右 も 左 も
分からないのですが、
これから色々教えて頂
き皆様と活動したいと
思っております。宜し
くお願い致します。

イスラーム君： ラマダンが終わりまして、今日は
皆さんと共に食事を楽しみたいと思います。奨学金
有り難うございました。
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◇会長報告

新宅文雄会長

に入って１００％出席した。ロータリーに入ってか

1.前期末では会員

ら会社は伸びた。ロータリーのお陰だ。河本さん、

数13名になった。

井上さん、ご指導の程よろしく願います。・・・・

RI・ガバナー・ガ

5、本日配布しました＜クラブ委員会活動計画書＞

バナー補佐等から

は手塚事務局員が本日の配布に間に合わせるために、

指示があったか

スピーディーにキレイに正確に編集して製本までし

ら、会員増強をや

てくれました。コスト削減の為、外注に出さず、全

るのではなく、我

て手作りです。
本当に有難うございました。皆様手塚事務局員へ

々は我々のクラブ
を盛り上げる為

盛大な感謝の拍手をお願いします。

に、仲間を増やさなければなりません。簡単に出来る

6．前期からの引継ぎ事項

のならば、とっくに出来ているはずです。本気になっ

・7月20日（夜間例会18； 00 点鐘）は直前会長幹事

て、無理しても、成し遂げたいと考えております。皆

の慰労会と新会員の歓迎会です。皆様の参加をお願

様のご協力ご尽力を切にお願い致します。全員から候

いします。

補者を１名以上提出願います。

・7月29日（土）＜なぎさの祭典＞は、本年度は寄

2．国際ロータリー青少年交換プログラムで本年度

付金のみとする。
うちわ、タオル配りはしない。個人で参加して楽

は大磯RCが担当。
８月１９日12時15分羽田着（ルフトハンザ航空）

しんで下さい。

でドイツからタイタス君（Titus）を迎え入れます。
８月１９日から９月３０日まではホストファミリ
ー天野さん宅
１０月１日からは広報おおいその募集広告を見て
応募下さった方が１名ありました。9日（日）に家
庭訪問してきます。
家族：本人、妻、息子（湘南高校１年生）の３人、
チワワ
敷地内に親類あり、姪；早稲田２年生、姪；有馬
高校１年生、甥；磯中３年生がおります。始めての

◇幹事報告

ホストファミリー体験です。ご指導下さい。

田中敏治幹事

新年度幹事を

9日に百瀬青少年委員長、河本奉仕活動委員長、

やらせて頂きま

会長の新宅と3人で金目様宅を訪問してきました。

す。まだ新会員

家族全員がホストファミリーをする事に賛成でした。 対 象 者 な ん で す
ステイ受け入れ意欲、家族構成も申し分なく、確約

が･･何故か幹事

のサインを戴きました。大きな問題がなければ、

に‥。色々至ら

2018年3月頃までは良い様です。

ぬ点、不足なと

3．米山記念奨学生：イスラーム君、この奨学金は

ころがあると思

どこから拠出しているか判りますか？皆様のポケッ

います。皆様のご指導を頂きながら1年間頑張って

トマネーからです。そうです。税金や補助金ではな

行きたいと思います。宜しくお願い致します。

く、ここにいる皆さんからの浄財です。ご理解戴き

1．地区大会のお知らせ:9月17(日)18日(月･ 敬老の

まして、有難うございます。

日)詳細は後日お知らせします。

4．新会員

2．7月ロータリーレートは111円です。

桜川誠さんの簡単な入会セレモニーを

執り行います。バッチをつける。

3．2017-18年度活動計画書平塚ＲＣより。

加藤会長からもしっかり指導して下さいと頼まれ

4．上半期人頭分担金送金依頼。

ております。

5．ロータリアン誌

・１０年間は１００％出席する事が条件＝加藤会長談

6．かもはしプロジェクトより卓話に招待お願い書。

・加藤会長；自分は３９歳で入会した。ロータリー

7．ロータリー青少年交換学生募集関連資料
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8．大磯町広報誌：青少年交換学生ホームステー家
庭募集広告

No Attack No Chance !
5.

9．本日配付資料：

会員増強を目標5名とする。
クラブ例会：第1，第3木曜日の月2回及び地区大

(1)大磯ＲＣ活動計画書

会、ＩＭ，地区研修協議会、ガバナー公式訪問の計

(2)ロータリーの友7月号

28回とする。

(3)会員証=裏面に会員番号ＩＤとパスワード=地区

6．正会員に法人会員を加え、法人を代表する2名の

ホームページ用＝が書かれています。

人を登録し、どなたか1名出席する事とする。

(4)会員名簿

7．インバウンドの時代に備え、日本の食文化とし

(5)第2412回会報

て食事のマナーについて勉強会を開催したい。

◇委員会報告：
☆スマイルボックス

8．大磯在住の松宮元RI理事が50周年記念式典で言

守屋 紀忠さん

われた「大磯RCを発展させる為にはもっと住民を巻

・新宅文雄さん： イス

き込んで行くこと」を受けて陰徳を積むマナーを変

ラーム君、ようこそい

えてもっと住民を巻き込み、公共イメージを向上す

らっしゃいました。・

るために海の見えるホールで、コンサート、講談、

桜川君入会おめでとう

漫才、映画、日舞、バレーその他何かの催事を行い

ございます。新宅が会

たい。2018年3月11日(日)予約済み。

長を務めさせていただ

以下重点のみ掲載

きます。皆様のご協

守屋紀忠クラブ奉仕委員長：

力、ご尽力をよろしく

・ 本年度よりクラブ細則を変更して、原則第第3木

お願い致します。

曜日＋地区大会、ＩＭ，地区研修協議会、ガバナー

・田中敏治さん： ・桜川さん、入会おめでとうご

公式訪問計28回の例会とする。

ざいます。これから宜しくお願い致します。イスラ

・会員卓話は各自年1回と市、外部卓話を招請する。

ームさん、ようこそ。

百瀬恵美子出席委員：

・河本親秀さん： 新宅年度スタートおめでとうご

・連続例会欠席者との電話、メール、会報郵送事に

ざいます。イスラーム君、ようこそ

メモを付けるなどして出席率の向上を図る。

・井上浩吉さん： 新宅会長、田中幹事よろしくお
願い致します。

河本親秀委員
姉妹クラブ：

・守屋紀忠さん： 新宅新会長、田中新幹事、１年

・50周年記念式典に多数出席頂いたことに感謝し、

間よろしくお願いいたします。

小諸ＲＣ、いわき鹿島ＲＣとの交流/訪問に努める。

・百瀬恵美子さん： 新会長新宅さん、新幹事田中

・ワイアナエ･コーストＲＣとのメールによる交流

さん１年間宜しくお願いします。

を続ける努力をする。

会報・広報・雑誌：

ク ラ ブ 協 議 会
司会

・ホームページの活性化：会報掲載のほか、クラブ

新宅会長

クラブ委員会活動計画書に基づき各委員から活動計

活動情報を掲載し、大磯ＲＣの公共イメージ向上に

画発表されました。

資する。

新宅会長：
「ロータリー:変化をもたらす」 についての説明。

奉仕活動委員会＝職業奉仕委員会、社会奉仕
委員会、国際奉仕委員会、青少年奉仕委員会

2．国際ロータリーと地区の組織の説明

の本年度の重点奉仕活動 ：

3．新会員の桜川さんの所属を親睦委員会とするこ

・ 大磯宿場まつり(社会奉仕）

と決定。

・青少年交換学生Titus君とホストファミリーの支

4.

援(青少年奉仕)

1．ＲＩ会長のテーマ Rotary Making Difference

会長方針：大磯ＲＣは変化を惹起させるため、

柔軟性、多様性を取り入れ、例会に出席するのが楽

・国際奉仕団体Confront Worldのサポート。

しい、友と語り合い、友と奉仕活動をすればするほ

(国際奉仕)

ど心の充実感が湧いてきて、ロータリーには不思議
な魅力が潜んでいる。というようなクラブを目指す。
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時間切れで以下は次回へ
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