赤磐ロータリークラブ週報（第９７１回例会）２０１６．８．２（火）
■本日のプログラム

※R 財団 BOX 《理事会》 ／赤坂レイク

・新入会員イニシエーションスピーチ／北村猛 会員
・先月（７月）生まれ会員誕生日卓話 ／川口幹事
□ 8 月 9 日（火）・ ８月 16 日（火）
■ 次回８月２３日（火）

休 会

※定款第 6 条第 1 節（C）により

８月生まれ会員誕生日卓話 ／ 高取会員

／赤坂レイク

□前回 7/26（火）→ 7 月 30 日（土）18：00～新会員歓迎会＆納涼例会／「平和町 喜和美（きわみ）」 岡山市
本日（８月２日）の例会記録
幹事報告◆RI より、以下３点届いております。①8 月のロータリーレートは先月と同じ １ドル＝102 円 との連絡。
②上半期人頭分担金等請求書（送金済み）③2016 年規定審議会において可決された日本の実情にあ
わせた例会の取り消し規定の補足資料
◆ガバナー事務所より以下５点届いております。（1）ロータリーの友事務所からの財団100周年祝賀イベント
予定連絡依頼（〆切：ガバナー事務所へ 8/2 までに報告）（2）日本ロータリー学友会からの 11 月 27
日（日）東京駅丸の内南口の JP タワーホール 4F にて開催の 「R 財団 100 周年記念シンポジウム」のご
案内と「公共イメージ向上協力金のお願い（9/20 までにガバナー事務所へ送金）」）（3）「クラブ米山記
念奨学会委員長研修会」ならびに「米山記念奨学生・米山学友懇親会」のご案内。日時と場所 9/11（日）
米子全日空ホテル/登録料 5,000 円 （当クラブは今回欠席で回答済み）（4）10/29-30 地区大会
登録フォーム（8/12〆切）（5）お盆休暇（8/11～15）のお知らせ
◆佐藤直前ガバナー事務所より、前年度 地区活動報告書の内容確認依頼が届いております。（8/8〆切）
◆来週 8/9（火）と再来週 8/16（火）の例会はありません。 次のここでの例会は 8/23（火）です。
◆本日例会終了後、理事会がございますのでよろしくお願い致します。
雑誌委員報告：ロータリーの友 8 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 8 月号、ガバナー月信第 2 号、8～9 月度例会プログラム
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：担担麺、サラダ、デザート、珈琲
☆次回（8/23）：（100 万＄の食事） サラダ、カレーライス、デザート、珈琲
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（7/５）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 ／ スペインより帰省中の（越宗猪一郎先生のご令嬢）ゆう子さん
※R 財団 BOX／赤坂レイク
《出席報告》 会員数 13 名（出席率算定会員数 13 名）出席 9 名（欠席 4 名）出席率 69.23％
☆前回訂正 80.00％→90.91％
《スマイル》 西岡会員：妻の誕生日の花をいただきました。
合田・幡山・井上・岩本・川口・仁戸田・小倉・高取会員：北村さんようこそ！ゆう子さん、パブロさんようこそ！
川口会員：写真展に出品しました。ご高覧賜れば幸いです。

〔合計12,000円/（内）現金3,000円〕

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（7/12）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》 ７月生まれ会員誕生日卓話 ／菅形会員

《理事会》／赤坂レイク

《出席報告》 会員数 13 名（出席率算定会員数 13 名）出席 9 名（欠席 4 名）出席率 69.23％☆前回訂正なし
《スマイル》 なし

〔合計 0 円〕

赤磐ロータリークラブ週報（第９７２回例会）２０１６．８．２３（火）
■本日のプログラム

※100 万ドルの食事／赤坂レイク

「あかいわアートラリー2016 実行委員会」 伊(これ)永(なが)和弘(かずひろ)委員長
■次回８月３０日（火） ８月生まれ会員誕生日卓話 ／小倉会長
□ 8 月 9 日（火）・ ８月 16 日（火）

休 会

／赤坂レイク

※定款第 6 条第 1 節（C）により

本日（８月２３日）の例会記録
こ れ なが か ずひ ろ

☆ゲスト紹介：「あかいわアートラリー2016 実行委員会」 伊永和弘委員長、（備前 RC）雷門喜助会員
幹事報告◆RI からの公式名簿・オンライン研修・会員増強に関するメールを昨日、皆様にメールで転送しておりますのでご
覧ください。
◆ガバナー事務所より地区大会予備登録（登録者数 2,300 名以上）の御礼と本登録のお願いが届いており
ます。（9/10〆切）
◆備前RCより7月に開催された県南17RC 正副会長幹事会の負担金請求書37,643円が届いております。
R 財団委員長報告◆本日は 100 万ドルの食事でカレーを召し上がって頂きました。ご協力ありがとうございました。

《配布物》 週報、職場訪問＆家族参加例会のご案内と GONNA コンサートのチラシ、あかいわアートラリー2016 のチラシ
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆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（8/30）：天麩羅、小鉢、味噌汁、ご飯、デザート、珈琲
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（8/2）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》 ・新入会員イニシエーションスピーチ／北村猛 会員

※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク

・先月（７月）生まれ会員誕生日卓話 ／川口幹事
《出席報告》 会員数 13 名（出席率算定会員数 11 名）出席 7 名（欠席 4 名）出席率 63.64％
☆前回訂正 58.33％→76.92％

《スマイル》 幡山会員：妻への誕生日プレゼントありがとうございました。
岩本会員：妻の誕生日の花を頂きました。
合田会員：妻の誕生日に花をありがとうございました。
北村会員：よろしくお願いします。

〔合計10,000 円/（内）現金9,000 円〕

赤磐ロータリークラブ週報（第９７３回例会）２０１６．８．３０（火）
■本日のプログラム

８月生まれ会員誕生日卓話 ／小倉会長

■次回９月６日（火）→ ９月１１日（日）職場訪問家族参加例会

／普門院

「（和太鼓＆マリンバ）GONNA CLASSIC(ガナクラシック)」ライブ
■９月１３日（火） 第 9 グループ岩本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

「岩本ガバナー補佐卓話」

13：40～14：30

クラブ協議会 ／ 会長・幹事・SAA・CLP 委員長

／赤坂レイク
開場 14：30～
開演 15：00～
／赤坂レイク
※Ｒ財団ＢＯＸ

本日（８月３０日）の例会記録
会長報告◆9 月 13 日より、新会員 1 名入会が決まりました。新会員は岡山東部脳神経外科の槙本事務局長です。
◆国際ロータリー日本事務局より、9 月のロータリーレート

＄1＝102 円（8 月と同額）が届いております。

幹事報告◆岡山東 RC より、県南 17RC 幹事会開催のご案内が届いております。
日時と場所：10 月 17 日（月）19：00～ /ANA クラウンプラザホテル岡山（9/26〆切）
◆来週、9/6（火）の例会はありません。9/11（日）普門院での職場訪問家族例会（コンサート）に変更
となっております。次のここでの例会は 9/13（火）第 9 グループ岩本ガバナー補佐訪問例会です。

青少年奉仕委員報告◆過去5年間の世界スカウトジャンボリーへの支援御礼と今後の青少年育成のためのボーイスカウト
運動への支援お願いについて届いております。機関紙「スカウティング」とあわせて回覧します。
プログラム委員長報告◆9～10 月度例会プログラムについて

《配布物》 週報、9～10 月度例会プログラム
…………………………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：天麩羅、小鉢、味噌汁、ご飯、デザート、珈琲
☆次回（9/13）： とんかつ、サラダ、小鉢、漬物、デザート、珈琲
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
（8/23）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「あかいわアートラリー2016 実行委員会」 伊永和弘委員長※100 万ドルの食事／赤坂レイク
《出席報告》 会員数 13 名（出席率算定会員数 11 名）出席 7 名（欠席 4 名）出席率 63.64％
☆前回訂正 63.64％→72.73％

《スマイル》 川口幹事：雷門様ようこそ。伊永様、本日はよろしくお願いします。
幡山プログラム委員長：伊永様、卓話ありがとうございます。

〔合計2,000円/（内）現金0円〕

