赤磐ロータリークラブ週報（第８７０回例会）２０１４．３．４（火）
■本日のプログラム ※100 万＄の食事 ※R 財団 BOX《理事会》/赤坂レイク
①「今年の抱負」／川口・宮下会員
②地区夢計画合同セミナー（2/22）報告／菅形会長エレクト・幡山副幹事
■次回 3 月 11 日（火）→ 3 月 9 日（日）第 8・9 グループ合同ＩＭ
受付 12：30～ 本会議＆懇親会 13：00～19：00／岡山プラザホテル
■次々回 3 月 18 日（火）
※R 財団 BOX／赤坂レイク
第 2 回糸島ガバナー補佐訪問例会＆クラブ協議会
12：30～13：30 クラブ例会 「糸島ガバナー補佐卓話」
13：40～14：30 クラブ協議会「委員会活動進捗状況報告」
本日（３月４日）の例会記録
会長報告◆ガバナー事務所より、規定審議会「立法案」に関するアンケート提出依頼が届いております。
（4 月末〆切）
幹事報告◆ガバナー事務所より、本日配布のガバナー月信について以下の通り訂正が届いております。
10 頁の一番上の 地区だより（2013 年 12 月）→（2014 年 1 月）
11 頁の一番上の 出席報告（2013.1 月）→（2014.1 月）
◆岡山東 RC より、4RC 合同ゴルフコンペのご案内が届いております。参加申込書を回覧しており
ますので、参加希望者はご記入下さい。
日時：４月２９日（祝）8：30 スタート
集合：各組スタートの 30 分前
場所：赤坂レイクサイドカントリークラブ
会費：6,000 円
◆岡山南 RC より 2/22 益田で開催された地区夢計画合同セミナーのバス代等負担金請求 15,440 円
（2 名分）が届いております。
◆本日例会終了後 3 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。
◆来週 3/11（火）の例会はありません。3/9（日）午後１時からの岡山プラザホテルでのＩＭに変
更となっております。次のここ赤坂レイクでの例会は 3/18（火）の第 2 回糸島ガバナー補佐訪問
例会＆クラブ協議会（12：30～14：30）です。CLP 各委員長《クラブ管理運営/菅形、会員増強退
会防止/西岡、奉仕プロジェクト/越宗（猪）
、広報/高取、R 財団/岩本（代理）
》は進捗状況報告
の準備よろしくお願い致します。
高取会員報告◆岡山東 RC よりパネリストの高取会員宛にＩＭ当日、11 時からの打ち合わせの後、12 時以降
に１階ロビー受付でリボンを受け取り登壇時間の案内を受けるよう案内が届いております。
雑誌委員報告◆ロータリーの友３月号より記事の紹介をさせて頂きます。
《配布物》週報、ロータリーの友３月号、ガバナー月信第９号
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：
（100 万＄の食事） サラダ、ドライカレー、スープ、デザート、珈琲
☆次々回（3/18）のメニュー： ちらし、吸い物、温玉、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前回（2/25）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》会員卓話 「 県政報告 」 西岡会員（県議）

※R 財団 BOX／赤坂レイク

《出席報告》会員数 18 名（出席率算定会員数 14 名）出席 10 名（欠席 4 名）出席率 71.43％
☆前回出席率訂正なし
《スマイル》糸島ガバナー補佐（岡山東 RC）
：卓話（2/18）謝礼をそのままスマイルさせて頂きます。
（合計 5,000 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第８７２回例会）２０１４．３．１８（火）
■本日のプログラム
※R 財団 BOX／赤坂レイク
第 2 回糸島ガバナー補佐訪問例会＆クラブ協議会
12：30～13：30 クラブ例会 「岡山の医療事情」糸島ガバナー補佐
13：40～14：30 クラブ協議会「CLP 各委員会活動進捗状況報告」
■次回 3 月 25 日（火）
※R 財団 BOX／赤坂レイク
PETS（3/15～16 益田）の報告／菅形会長エレクト
☆前回 3 月 11 日（火）→ 3 月 9 日（日）13：00～19：00 第 8・9 グループ合同ＩＭ／岡山プラザホテル
本日（３月１８日）の例会記録
★ゲスト紹介：第９グループ糸島ガバナー補佐、藤井随行幹事（岡山東 RC）
会長報告◆本年度は、本日と来週のあと２回、Ｒ財団 BOX を回覧させていただきます。一人 140 ドルの目標
達成の為、皆様ご協力よろしくお願い致します。
副会長報告◆ガバナーエレクト事務所より、以下２点届いております。
①次年度ガバナー公式訪問予定表（案）が届いております。当クラブは ７月２２日（火）Ａ
方式 となっております。都合が悪い場合は 3/31 までに要連絡！
②地区協議会 部門別アンケート提出依頼
（3/17〆切）
幹事報告◆岡山北西ＲＣより、４月度県南 18ＲＣ幹事会のご案内が届いております。
日時と場所：4/9（水）19：00～/ホテルグランヴィア 3Ｆ［サファイアの間］※出席で回答済み
◆前回に引き続き、4RC 合同ゴルフコンペ参加申込書を回覧しておりますので、参加希望者はご記
入下さい。
◆ロータリーの友事務所よりロータリー手帳（＠648 円）の申込書が届いております。申し込まれ
る方は本日中に事務局へお申し出下さい。
（お届け予定は 5 月下旬です）

《配布物》週報、第 2 回糸島ガバナー補佐訪問例会＆クラブ協議会プログラム
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：ちらし、吸い物、温玉、デザート、珈琲
☆次回（3/24）のメニュー： 豚の生姜焼き、鶏のトマトソース煮、エビフライ、サラダ、スープ、ライス、
デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前々回（3/4）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》①「今年の抱負」川口・宮下会員 ※100 万＄の食事※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク
②地区夢計画合同セミナー（2/22）報告／菅形会長エレクト・幡山副幹事
《出席報告》会員数 18 名（出席率算定会員数 15 名）出席 10 名（欠席 5 名）出席率 66.67％
☆前回出席率訂正 71.43% →78.57%
《スマイル》なし
（合計 0 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第８７３回例会）２０１４．３．２５（火）
■本日のプログラム
※R 財団 BOX（本年度ラスト）／赤坂レイク
★故 山下会員夫人に山下会員の還暦祝い品贈呈。夫人よりご挨拶。
PETS（3/15～16 益田）の報告と次年度運営方針発表／菅形会長エレクト
■次回 4 月 1 日（火）
《理事会》／赤坂レイク
①４月生まれ会員誕生日スピーチ／田渕会員
②雑誌月間にちなんで／ 高取雑誌委員
☆ゲスト：故 山下会員(敬子)夫人
本日（３月２５日）の例会記録
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）PETS で会長エレクトに伝えた 2014-15 年度 地区目標（米山記念奨学会）で「普通寄付
5,000 円/人」に加えて、
「特別寄付 10,000 円/人」を追加のお知らせ
（2）RI 日本事務局からの「RIJO-FAQ メール配信登録のご案内」
（3/24 登録済み）
副幹事報告◆3 月度理事会報告をさせていただきます。①益田への各種会議参加の為の交通費については高
額な為クラブ負担とする。 ②クラブのカメラ買い替えについて（予算 15000 円前後）で承認、
12,980 円で購入し、先週のガバナー補佐訪問時より使用、当日撮影した集合写真を皆様にメー
ルで配信済みですのでご確認下さい。③Ｒ財団年次寄付一人当たり 140＄達成について、岩本会
長の PHF500＄を加えても、あと 394.09＄足りないことを理事会で伝えたところ、宮下・仁戸田・
幡山会員が財団の友 100＄ずつ合計 300＄の協力をして下さり、あと不足している 94.09＄につ
いては、3 月いっぱい毎例会ごとに R 財団 BOX を回覧することで補うことに決定。以上です。
◆事務局より、今週 3/27（木）は事務局代休の為お休みです。
雑誌委員報告◆ガバナー事務所より「ロータリーの友」アンケート協力依頼が届いております。
（3/31〆切）
職業奉仕委員報告◆今年も普門院で、去年好評だった竹入光子先生率いる白萩の会による「お花見＆短編物
語 朗読会」を家族参加職場訪問例会として行います。日時は４月８日（火）12：30～
14：00 です。詳しい案内は今週中に事務局より全員にＦＡＸでお送りします。
元ガバナー補佐報告◆岡山備南 RC より、第 2 回ガバナー補佐ＯＢ交流会のご案内が届いております。
日時と場所：5/9（金）18：30～/ホテルグランヴィア岡山 会費：1 万円（4/20〆切）
《配布物》週報、赤磐 RC4～6 月度例会プログラム、次年度菅形会長クラブ運営方針、地区大会記念誌
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：豚生姜焼、鶏トマトソース煮、エビフライ、サラダ、スープ、ライス、デザート、珈琲
☆次回（4/1）のメニュー： ビーフシチュー、サラダ、ライス、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

前回（3/18）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》第 2 回糸島ガバナー補佐訪問例会＆クラブ協議会
12：30～13：30 クラブ例会 「岡山の医療事情」糸島ガバナー補佐
13：40～14：30 クラブ協議会「CLP 各委員会活動進捗状況報告」

／赤坂レイク

《出席報告》会員数 18 名（出席率算定会員数 15 名）出席 12 名（欠席 3 名）出席率 80.00％
（前回）3/9（日）ＩＭ 会員数 18 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 64.29% →80.00% ☆2 月度平均出席率 73.33％
《スマイル》越宗（猪）会員：糸島先生、帽子にスマイル(^^)アサヒビールを思い出して。
合田・幡山・岩本・川口・宮下・仁戸田・西岡・菅形・田渕・高取・戸川会員（出席者全員）
：糸島ガバナー補佐、藤井随行幹事をお迎えして
（合計 12,000 円）

