赤磐ロータリークラブ週報（第９１０回例会）２０１５．３．３（火）
■本日のプログラム ゲスト卓話①（家族参加例会） ※R 財団 BOX《理事会》
いその か み ふ つ みたま

「 石 上布都 魂 神社の縁起と古事記の時代から祭祀を務める物部家」
／備前国一宮

いその か み ふ つ みたま

も の べ あきのり

石 上布都 魂 神社 物部明徳 宮司

／赤坂レイク

■次回３月１０日（火） ゲスト卓話②（家族参加例会）
「空から神社に戻った宮司の航空自衛隊現役時代のお話」
／備前国一宮

いその か み ふ つ みたま

も の べ あきのり

石 上布都 魂 神社 物部明徳 宮司

／赤坂レイク

本日（３月３日）の例会記録
会長報告◆ガバナー事務所より以下４点届いております。
①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
日時と場所：4／29（祝）10：00～16：00／ホテルサンパレス益田
（登録〆切 3/31）
②ローターアクト地区大会の御案内
日時と場所：5／9（土）～10（日）／大山町総合体育館（鳥取県）
（登録〆切 4/21）
③第２０回日本青少年交換研究会・富士の国会議のご案内
日時と場所：5／16（土）～17（日）／ホテルセンチュリー静岡
（登録〆切 3/20）
④ＲＩ意義ある業績賞について（3/9〆切）
（以上４点とも詳細は回覧中）
副会長報告◆4／19（日）11：00～岡山コンベンションセンターで開催の地区協の職業奉仕部門（川口）
と青少年奉仕部門（越宗（公）
）にどなたか代理で出席して下さる方おられないでしょうか？

幹事報告◆岡山西南ＲＣより、県南 18ＲＣ正次幹事会のご案内とアンケートが届いております。
日時と場所：4 月 20 日（月）19：00～ ／ホテルグランヴィア岡山 3Ｆ「ルビー」
議題：アンケートを基に協議
（3/31〆切）
◆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致します。
雑誌委員長報告◆ロータリーの友３月号より記事の紹介をさせていただきます。

《配布物》週報、ロータリーの友３月号
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：生姜焼き、エビチリソース、ご飯、味噌汁、サラダ、杏仁豆腐、
☆次回（3/10）のメニュー：天麩羅、揚げ出し豆腐、大根と豚バラの煮物、ご飯、味噌汁、デザート、珈琲
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

（2/24）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》①会員卓話「 趣味／写真の話 」／ 川口会員
／赤坂レイク
②２月生まれ会員誕生日スピーチ ／ 井上会員
《出席報告》会員数 15 名（出席率算定会員数 15 名）出席名 11（欠席 4 名）出席率 73.33％
☆前回訂正 60.00％→80.00％
《スマイル》川口会員：本日は卓話をさせていただきます。先日、ＮＨＫ生涯学習写真展に入選しました。
（合計 1,000 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第９１１回例会）２０１５．３．１０（火）
■本日のプログラム ゲスト卓話②（家族参加例会）
／赤坂レイク
「空から神社に戻った宮司の航空自衛隊現役時代のお話」
／備前国一宮

いその か み ふ つ みたま

も の べ あきのり

石 上布都 魂 神社 物部明徳 宮司

■次回３月１７日（火）
※100 万＄の食事／赤坂レイク
PETS（3/7～8 於：岡山全日空ホテル）の報告 ／宮下会長エレクト
本日（３月１０日）の例会記録
会長報告◆ガバナー事務所より以下４点届いております。
（1）
「ロータリアンの行動規範」に再度変更が加えられた知らせ （再変更版回覧中）
（2）サンパウロ国際大会ジャパンナイトパーティー（6/5）のご案内 （詳細は回覧中）
（3）後期分地区関係費振込とガバナーと語ろう会の御礼
（掲示中）
（4）松江南ＲＣ例会場名称変更のお知らせ、4/1 より「松江東急イン」→「松江エクセル東急」

副会長報告◆先週の土日、PETS（ペッツ）に行って来ました。詳しいことは来週報告しますが、とりあえ
ず次年度ガバナー補佐訪問は 9 月 1 日、
ガバナー公式訪問はその二週間後の 9 月 15 日です。

副幹事報告◆備前ＲＣより、４ＲＣ合同ゴルフコンペのご案内が届いております。
日時：４月２９日（祝）OUT/IN スタート AM8：30～（各組スタートの 30 分前に集合）
場所：赤坂レイクサイドカントリークラブ
参加費：6,000 円
（3/31〆切）
※申込書を回覧中ですので、参加希望者はご記入願います。
◆３月度理事会の報告。①RYLA（ライラ）
、ローターアクト地区大会、日本青少年交換研究会・
富士の国会議についてはクラブとしては登録しない。②Ｒ財団年次寄付の一人当たりの目標
については無理をせず、できる範囲の寄付とする。以上。

《配布物》週報、ガバナー月信 vol.9、
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：天麩羅、揚げ出し豆腐、大根と豚バラの煮物、ご飯、味噌汁、デザート、珈琲
☆次回（3/17）のメニュー：
（100 万＄の食事）カレーライス
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

（3/3）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》ゲスト卓話①（家族参加例会）

※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク

いその か み ふ つ みたま

「 石 上布都 魂 神社の縁起と古事記の時代から祭祀を務める物部家」
／備前国一宮 石上布都魂神社 物部明徳 宮司
《出席報告》会員数 15 名（出席率算定会員数 15 名）出席名 10（欠席 5 名）出席率 66.67％
☆前回訂正 73.33％→80.00％
《スマイル》出席会員全員：物部宮司様、ようこそ！本日はよろしくお願い致します。 （合計 10,000 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第９１２回例会）２０１５．３．１７（火）
■本日のプログラム
※100 万＄の食事／赤坂レイク
PETS（3/7～8 於：岡山全日空ホテル）の報告 ／宮下会長エレクト
■3 月 24 日（火）→３月２８日（土）第 8・9 グループ合同ＩＭ
本会議 12：30～
／久世エスパスセンター
懇親会 17：00～18：30／真庭リバーサイドホテル
■3 月 31 日（火）→４月３日（金）19：00～／「創作料理 銅屋」岡山市
夫人同伴観桜＆チャーターナイト記念例会
■４月 ７日（火）12：30～14：00 お花見朗読例会（白萩の会）／普門院
■４月１４日（火）
※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク
①(４月生)会員誕生日卓話 ②雑誌月間にちなんで／田渕会員（雑誌委員）
本日（３月１７日）の例会記録
会長報告◆真庭 RC より、パネリストの菅形会長宛にＩＭ当日の打ち合わせのご案内が届いております。
日時と場所：3/28（土）11：30～ 久世エスパスセンター「Ｅスタジオ」 ※昼食有り
◆ガバナー事務所より松本祐二ガバナー賞について届いております。
（掲示中）
副会長報告◆次年度県南 18ＲＣ正副会長幹事会開催日程について届いております。
日時と場所：7 月 23 日（木）18：30～／アークホテル岡山 3Ｆ「牡丹の間」
幹事報告◆ガバナー事務所より、過去 20 年間の在籍期間別会員数報告依頼が届いております。
（3/31〆切）
◆岡山東ＲＣより、２月度県南 18ＲＣ幹事会の議事録と負担金請求 8,316 円が届いております。
議事録より簡単に幹事会の報告をさせて頂きます。
◆岡山岡南ＲＣより、ユニークダンス発表会のご案内が届いております。
（回覧中）
日時と場所：4/12（日）開場 13：00 開演 13：30／岡山ふれあいセンター「大ホール」
◆先週に引き続き、4/29（祝）開催の４ＲＣ合同ゴルフコンペの申込書を回覧中ですので、参加
希望者はご記入願います。
◆次のここ赤坂レイクでの例会は 4/14（火）です。来週 3/24（火）の例会は 3/28（土）第 8・9
グループ合同ＩＭに変更です。ＩＭに参加される方は乗り合わせ等ご相談願います。それと、
ＩＭ参加者は今日帰りに名鑑を持ち帰りＩＭ当日各自忘れないようご持参下さい。再来週 3/31
（火）の例会は 4/3（金）夜の夫人同伴観桜＆チャーターナイト記念例会に変更です。4/7（火）
は普門院でのお花見朗読会に変更です。
《配布物》週報、ＩＭプログラム、普門院お花見朗読例会案内、観桜＆チャーターナイト記念例会案内
……………………………………………………………………………………………………………………………
☆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
☆（4/7 普門院）のメニュー：
（100 万＄の食事）お花見弁当
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

（3/10）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》ゲスト卓話②（家族参加例会）
「空から神社に戻った宮司の航空自衛隊現役時代のお話」
いその か み ふ つ みたま

／備前国一宮

／赤坂レイク

も の べ あきのり

石 上布都 魂 神社 物部明徳 宮司

《出席報告》会員数 15 名（出席率算定会員数 13 名）出席名 7（欠席 6 名）出席率 53.85％
☆前回訂正 73.33％→80.00％ ☆2 月度平均出席率 82.22％
《スマイル》越宗倫子夫人：物部明徳宮司様、先日の御話とても興味深く聴かせて頂きました。今日もよろ
しくお願い致します。
財前会員：妻の誕生日祝いの花束ありがとうございました。ただいま観桜例会の準備中です。
（合計 4,000 円）

