赤磐ロータリークラブ週報（第９６５回例会）２０１６．６．７（火）
■本日のプログラム

※財団 BOX 《新旧合同理事会》／赤坂レイク

（前月）５月生まれ会員誕生日卓話 ／幡山会員
■次回６月 1４日（火）
ゲスト卓話

／赤坂レイク

「児童養護施設 天心寮」 寮長

山本兼士 先生

本日（６月７日）の例会記録
副会長報告◆ガバナーエレクト事務所より、庄司ガバナー公式訪問 事務連絡表 が届いております。
公式訪問日時：9 月 27 日（火）Ａ方式

＊ガバナー到着時刻 10：50 頃（自家用車で来場）

随行者：内田幸二 地区 副代表幹事（職業分類：通信販売）
会長・幹事懇談会 11：00～12：00 （正副会長幹事が出席）
クラブ 例会 12：00～13：30

ガバナー講演（30 分）＊ガバナー出発予定 13：30 頃

※食事はミリオンダラーミールとし、節約分はポリオプラスに寄付を希望。

※土産は不要。

※PC は持参しますので、プロジェクターをご用意願います。 ※会長・幹事懇談会では、クラブの自慢
を説明（5～10 分）と当年度会長が活性化の為に特に配慮している点を教えてください。
※HP 公式訪問だより掲載のため、400 字程度の原稿と クラブ会長とガバナーの握手写真を含む
写真を ３枚ほどガバナー事務所へ提出して下さい。
副幹事報告◆RI より７月のクラブ請求書準備の為、7/1 迄に「My ROTARY」で会員情報の更新依頼が届いています。
◆ガバナーエレクト事務所より、地区関係費前期分納入のお願いと 送金内訳明細書が届いております。
（振込み期限 7/25）
◆本日、例会終了後 6 月度理事会がございますので、皆様よろしくお願い致します。
雑誌委員報告◆ ロータリーの友 6 月号より記事の紹介をさせていただきます。

《配布物》 ロータリーの友 6 月号、ガバナー月信第 12 号、週報、
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：牛丼、サラダ、味噌汁、デザート、珈琲
☆次回（6/14）：うどん、ひつまぶし、小鉢、漬物、デザート、珈琲
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（5/31）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

雷門喜助師匠（備前 RC）

／赤坂レイク

《出席報告》 会員数 12 名（出席率算定会員数 12 名）出席 8 名（欠席 4 名）出席率 66.67％
☆前回訂正 58.33％→75.00％
《スマイル》 雷門喜助会員（備前 RC）：お笑い赤坂亭 20 周年記念協力ありがとうございました。
川口会員：雷門様、本日はお世話になります。今週、写真展に出品していますので、おいで頂ければ幸いです。
幡山会員：雷門師匠、今日は卓話ありがとうございます。

（合計 8,000 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第９６６回例会）２０１６．６．１４（火）
■本日のプログラム

ゲスト卓話

「児童養護施設 天心寮」 寮長
■次回６月２１日（火）

／赤坂レイク
山本兼士 先生

退任挨拶

※100 万＄の食事／赤坂レイク

宮下会長 ・井上幹事 ・高取 SAA ・CLP（小倉クラブ奉仕・岩本会員増強）委員長
☆本日のゲスト紹介：「児童養護施設 天心寮」 寮長 山本兼士 先生
本日（６月１４日）の例会記録
幹事報告◆ガバナーエレクト事務所より、10/30 の地区大会の際、地区内の造り酒屋の会員の商品を購入し展示する予
定の為、各クラブで造り酒屋をされている会員がおられましたらご一報下さい、との依頼が届いております。
◆備前 RC より、次年度 県南 17RC 正副会長幹事会開催のご案内が届いております。 （6/29〆切）
日時と場所：7 月 27 日（水）18：30～20：45／ホテルグランヴィア岡山 3Ｆ「パールの間」
◆RI とガバナー事務所より、「My ROTARY」全体でエラーが発生しており、普段クラブ/地区役員の方々に行な
って頂いている各種お手続きが行なって頂けない状態となっております・・・とのメールが届いております。
◆6 月度理事会の報告をさせていただきます。①エスク岡山の北村さんについては７月の第一例会日に入会予
定。②クラブの奉仕活動資金調達のため、次年度よりスマイルカード実施を決定。半期ごとに額面 5,000 円
（スマイル 1 口 1,000 円×5）のスマイルカード代金を会費とともに納入していただきます。※尚、スマイルカード
は、例会時にスマイルとしてご使用頂けますが、夫人誕生日花束お礼スマイルには使用できません。以上です。
次期広報委員長報告◆ガバナーエレクト事務所より、次年度クラブ雑誌・広報委員長会議のご案内が届いております。
日時と場所：８月７日（日）13：30～15：30 ／米子全日空ホテル 飛鳥の間
内容：「ロータリーの友」二神編集長と伊藤パストガバナーの講演
※参加者は、１年間の「ロータリーの友」を読んでご参加下さい。

（7/1〆切）

《配布物》 週報、
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：うどん、ひつまぶし、小鉢、漬物、デザート、珈琲
☆次回（6/21）：（100 万＄の食事） カレー、サラダ、スープ、デザート、珈琲
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（６/７）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》 （前月）５月生まれ会員誕生日卓話 「京都 仁和寺のビデオ鑑賞」 ／幡山会員

／赤坂レイク

《出席報告》 会員数 12 名（出席率算定会員数 12 名）出席 8 名（欠席 4 名）出席率 66.67％
☆前回訂正 66.67％→75.00％
《スマイル》 雷門喜助会員（備前 RC）：ゲスト卓話（5/31）の謝礼をそのままスマイルさせて頂きます。
川口会員：先日の写真展には足をお運びいただき有難うございました。

（合計 6,000 円）

赤磐ロータリークラブ週報（第９６７回例会）２０１６．６．２１（火）
■本日のプログラム

退任挨拶

※100 万＄の食事／赤坂レイク

宮下会長 ・井上幹事 ・高取 SAA ・CLP（小倉クラブ奉仕・岩本会員増強）委員長
■次回６／28（火）→ 6 月 25 日（土）18：00～年度末慰労例会／「爺や」 岡山市
■次々回 7 月 5 日（火）

※R 財団 BOX 《理事会》 ／赤坂レイク

① 就任挨拶 ／小倉会長 ・川口幹事 ・合田ＳＡＡ ・幡山プログラム委員長
② 新入会員入会式
③ ７月生まれ会員誕生日卓話 ／川口会員
本日（６月２１日）の例会記録
会長報告◆岡山北西 RC より、創立 25 周年記念の際の記念品と写真が届いております。
副会長報告◆ガバナーエレクト事務所より、青少年交換プログラム（派遣交換学生募集）のご案内が届いております。
交換地域/USA・カナダ、 交換期間/2017 年 8 月から 1 年間、 募集人数/3 名 ､応募資格/2017 年
8 月末時点で 15～18 歳未満の学生

※学生を推薦し派遣が決定したクラブは原則として海外からの交

換留学生を 1 年間受け入れ必須。（各 RC での申込み期限は 8/26、地区への申込みは 9/15 必着）
募集ポスターと募集要項等、詳細は回覧中です。
幹事報告◆ガバナー事務所より、以下二点届いております。
（1）熊本地震災害義捐金についての報告と御礼。熊本地震災害への義捐金は当地区全体で 777 万円集
まり、その全額を6/15に第2720地区熊本地震総合支援室に送金致しました。ありがとうございました。
（2）2015-2016 年度国際ロータリー国際大会登録キット（２セット）
◆来週 6/28（火）の例会はありません。今週 6/25（土）の年度末慰労例会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７月５日（火）です。 事務局より、今週木曜は代休のため事務局お休みです。
副幹事報告◆ガバナーエレクト事務所より、10/30 航空自衛隊美保基地で開催予定の地区大会の「友愛の広場」での
クラブ活動状況展示についてのアンケート（8/19〆切）と展示を希望する場合の展示パネル用原稿と写
真データの提出要項（9/8〆切）が届いております。
《配布物》 週報
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：（100 万＄の食事） カレー、サラダ、スープ、デザート、珈琲
☆次々回（7/5）： ポークカツ、スープ、ライス、デザート、珈琲
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（６/１４）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 「児童養護施設 天心寮」 寮長

山本兼士 先生

／赤坂レイク

《出席報告》 会員数 12 名（出席率算定会員数 12 名）出席 5 名（欠席 7 名）出席率 41.67％
☆前回訂正 66.67％→75.00％ ☆5 月度平均出席率 81.25％
《スマイル》 井上幹事：山本先生、本日はようこそおいで下さいました。よろしくお願い致します。

（合計1,000 円）

