赤磐ロータリークラブ週報（第８６３回例会）２０１４．１．７（火）
■2014 年 1 月 7 日（火）
《理事会》／赤坂レイク
・会長年頭挨拶 ／岩本会長
・新年初例会「今年の抱負」
（出席者全員）
／宮下プログラム委員長
■次回 1 月 14 日（火）→ 1 月 17 日（金）19：00～ 新年互礼会
戸川親睦委員長／「旬彩 一楽」岡山市北区錦町
■次々回 1 月 21 日（火）
※100 万＄の食事 ※R 財団 BOX／赤坂レイク
「今年の抱負」
（前回の続き）／幡山・合田・井上・田渕・仁戸田・宮下会員
□前回 12/24（火）→12/20（金）19：00～ クリスマス家族例会 ／戸川親睦委員 ／岡山プラザホテル
□12/31（火）休会 ※法定休日の為
本日（１月７日）の例会記録
会長報告◆森本ガバナー事務所、松本ガバナーエレクト事務所、越宗医院の優良従業員表彰者 二宮弘子さ
んより年賀状が届いております。
（回覧中）
副会長報告◆ガバナーエレクト事務所より、以下二点届いております。
（1）地区夢計画合同セミナーのご案内
日時と場所：2 月 22 日（土）受付 12：45～
セミナー13：15～15：45
出席義務者：菅形次期会長、幡山次期幹事、小倉次期 R 財団委員長（欠席）
（1/24 出欠〆切）
（2）次期地区各委員会委員選出依頼。当クラブは地区クラブ奉仕（増強・職業分類）委員 1 名。
幹事報告◆倉敷 RC の前年度地区出版委員長より、前年度地区活動報告書訂正とお詫びが届いております。
本日、
「地区活動報告書正誤表と別紙 1」をお配りしておりますので、持ち帰って 11 月に配布し
た「2012-2013 年度地区活動報告書」にはさんで下さい。
◆本日配布のガバナー月信の 3 ページ「ガバナー公式訪問だより」に岩本会長の写真とともに赤磐
RC 訪問の記事、8 ページ「クラブ特別寄付（年次寄付）
」の欄に赤磐 RC（＄792.10）
、9 ページ
「年次寄付にご寄付頂いた方々」
の欄に越宗意一郎会員のお名前が載っています。
赤磐 RC
（＄792.10）
の内訳は赤磐 RC ゴルフ同好会寄付＄392、R 財団月間寄付＄190、ミリオンダラーミール＄95（7
月分）
、R 財団 BOX ＄115.10 です。
◆ガバナー事務所より RI からの 1 月度ロータリーレート通知が届いております。＄１＝102 円
◆本日、後期会費請求書をお配りしておりますので、1 月末日までにご入金頂きますようよろしく
お願い致します。
◆来週 1/14 日（火）の例会はありません。 1/17（金）新年互礼会に変更となっております。次
の赤坂レイクでの例会は 1/21（火）です。事務局より、1/14（火）は代休の為事務局お休みです。
◆本日例会終了後、1 月度理事会がございますので理事役員の方はよろしくお願いします。
親睦委員報告◆クリスマス例会での周年記念行事協力金は、ビンゴゲーム参加費 26,000 円、オークション
収益 27,000 円の合計 53,000 円でした。皆様、ご協力ありがとうございました。
雑誌委員報告◆ロータリーの友 1 月号より記事の紹介をさせて頂きます。
《配布物》ロータリーの友 1 月号、ガバナー月信第 7 号、前年度地区活動報告書正誤表と別紙 1、週報、
後期会費請求書、
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：スープ、サラダ、ピーチポークカツ、ライス、デザート、珈琲
☆次々回（1/21）のメニュー： （100 万＄の食事）サラダ、カレーライス、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前々回（12/17）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》
「NHK スペシャル自衛隊と憲法 日米の攻防（後編）
」鑑賞／佐野剛士さん（高取会員ご令孫）
※R 財団 BOX／赤坂レイク
《出席報告》会員数 19 名（出席率算定会員数 16 名）出席 10 名（欠席 6 名）出席率 62.50％
☆前回出席率訂正 53.33％→56.25％
《スマイル》荒川謙三会員（岡山東 RC）
：卓話謝礼をそのままスマイルさせて頂きます。
（合計 5,000 円）
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前回（12/24）クリスマス家族例会/岡山プラザホテル
出席報告
《出席報告》会員数 19 名（出席率算定会員数 16 名）出席 13 名（欠席 3 名）出席率 81.25％
☆前回出席率訂正 62.50％→75.00％

赤磐ロータリークラブ週報（第８６５回例会）２０１４．１．２１（火）
■2014 年 1 月 21 日（火）
※100 万＄の食事 ※R 財団 BOX／赤坂レイク
「今年の抱負」
（前回の続き）／幡山・合田・井上・田渕・仁戸田・宮下会員
■次回 1 月 28 日（火）
クラブフォーラム

※R 財団 BOX／赤坂レイク
／岩本会長

□前回 1 月 14 日（火）→1 月 17 日（金）19：00～新年互礼会／「旬彩 一楽」岡山市北区錦町
本日（１月２１日）の例会記録
会長報告◆先週、井上会員の夫人のお母様がご逝去され、クラブより弔電を贈らせて頂きました。心よりご
冥福をお祈り申し上げます。
◆越宗公彦会員が赤磐医師会病院に入院され、しばらく例会を欠席されます。
◆ガバナー事務所より以下に２点届いております。
しょうじなおふみ

①2014-2015 年度ガバナーノミニー候補者、境港 RC の庄司尚史氏の略歴と庄司氏の信任状、別
の立候補者がある場合は立候補届とクラブの推薦状の提出依頼
（1/31〆切）
②RI からの「意義ある業績賞」のお知らせ（回覧中）
（〆切：ガバナー事務所へ 3/1 必着）
◆岡山ＲＣより、会長・幹事宛に創立 80 周年記念式典と祝賀会のご案内が届いております。
日時と場所：平成 26 年 3 月 5 日（水）16：00～20：00／ホテルグランヴィア岡山（1/31〆切）
副会長報告◆ガバナー事務所より RI からの転送メールが届いております。2014-2015 年度ゲイリーC.K.ホ
ァン RI 会長年度のテーマは「ロータリーに輝きを（Light Up Rotary）
」と発表されました。
◆ガバナーエレクト事務所より、会長エレクト研修セミナー（PETS）のご案内が届いております。
日程と場所：3 月 15 日（土）～16 日（日）
（申込〆切 2/10 必着）
会場：セミナー・会議／益田市民学習センター、 懇親会／益田国際観光ホテル島田家
登録料：15,000 円 宿泊：益田グリーンホテルモーリス 5,800 円（朝食込）駐車場 300 円
幹事報告◆岡山東 RC よりＩＭについて以下４点届いております。①ＩＭプログラム ②クラブ全会員名の
エクセル表提出依頼（提出済み）③ＩＭ当日、出席者の名鑑持参のお願い ④ＩＭ実出席予定者
数のお問い合わせ（2/8〆切）
◆1 月度理事会報告をさせて頂きます。
（1）
「ロータリアン配偶者／パートナー奉仕功労賞」推薦
については該当者なし。
（2）ガバナーエレクト事務所からの次期地区クラブ奉仕（増強・職業分
類）委員選出依頼については岩本会員を推薦（提出済み）
（3）12 月の理事会で越宗公彦会員より
推薦のあった新会員候補者についての進捗状況は、1/8 に家族と面会、一度例会に来て頂いて卓
話をお願いする。
（4）20 周年記念について、記念事業・記念式典はせず記念例会とする。以上。
◆1 月度県南 18RC 幹事会の報告をさせていただきます。
副幹事報告◆岡山南 RC より、地区夢計画合同セミナーのバス利用に関するご案内及び、往復・片道等のお
問い合わせが届いております。
（1/31〆切）
セミナー開催日と会場：2 月 22 日（土）／島根県芸術文化センター「グラントワ」
集合時間と集合場所：午前 7：30（出発 7：45）岡山全日空ホテル北側道路／2 号車のバス
※車中にて昼食のお弁当とお茶が出ます。
雑誌委員報告◆ガバナー事務所より、ロータリーの友アンケート提出依頼が届いております。
（2/3〆切）
◆ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」電子版のご案内が届いております。閲覧方法
は赤磐 RC の HP トップの「ロータリーの友」リンクバナーよりアクセスして「
『ロータリー
の友』電子版はこちらから」をクリックしてから ID とパスワード「＊＊＊＊＊＊」を入力
して下さい。ID とパスワードを忘れた場合は事務局へお尋ね下さい。
《配布物》週報
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：
（100 万＄の食事）サラダ、カレーライス、デザート、珈琲
☆次回（1/28）のメニュー： スープ、サラダ、あんかけチャーハン、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前回（1/17）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》新年互礼会／「旬彩 一楽」／戸川親睦委員
《出席報告》会員数 19 名（出席率算定会員数 14 名）出席 9 名（欠席 5 名）出席率 64.29％
☆前回出席率訂正 66.67％→75.00％
《スマイル》なし（合計 0 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第８６６回例会）２０１４．１．２８（火）
■1 月 28 日（火）
／赤坂レイク
クラブフォーラム
／岩本会長
■次回 2 月 4 日（火）※100 万＄の食事※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク
①「今年の抱負」／宮下会員
② ２月生れ会員誕生日スピーチ／岩本・井上会員
③ 上半期会計報告／財前会計委員長
本日（１月２８日）の例会記録
会長報告◆岡山後楽園ＲＣより、会長・幹事宛に創立 25 周年記念式典と祝賀会のご案内が届いております。
日時と場所：4 月 6 日（日）11：00～14：30／アークホテル岡山
（2/15〆切）
◆ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）開催のご案内が届いております。
日時と場所：3 月 23 日（日）受付 9：30～ 会議 10：00～16：30／津山鶴山ホテル
登録料：一般 2,000 円 学生 1,000 円 参加資格：14～30 歳までの青少年
（2/28〆切）

副幹事報告◆ガバナー事務所より、RI からの２月度ロータリーレートのお知らせが届いております。
２月度ロータリーレートは、1 月同様、＄１＝102 円 です。

《配布物》週報
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：スープ、サラダ、あんかけチャーハン、デザート、珈琲
☆次回（2/4）のメニュー： （100 万＄の食事）サラダ、カレーライス、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前回（1/21）例会プログラム＆出席・スマイル（1/7、1/21）報告
《プログラム》
「今年の抱負」
（前回の続き）
※100 万＄の食事 ※R 財団 BOX／赤坂レイク
／幡山・合田・井上・田渕・仁戸田・宮下会員
《出席報告》会員数 19 名（出席率算定会員数 15 名）出席 10 名（欠席 4 名）出席率
％
☆前回出席率訂正
％→％
《スマイル》(1/7)越宗猪一郎会員：明けましておめでとうございます。クリスマス例会で大変お世話にな
り、また、孫が大喜びでした。
岩本・合田・菅形・幡山・越宗（公）
・宮下・西岡・戸川・高取会員：あけましておめで
とうございます。本年もよろしくお願い致します。
（合計 19,000 円）
(1/21)越宗猪一郎会員：今年のテーマ！物忘れ！(^^;

（合計 1,000 円）

