赤磐ロータリークラブ週報（第１０１０回例会）２０１７.８．１（火）
■本日のプログラム

《理事会》／赤坂レイク

こばやしまさふみ

ゲスト卓話 ／小林 正文 先生（岡山理科大学専門学校 第 6 代校長）
□ 8 月 8 日（火）・15 日（火）休会 ※定款第 8 条第 1 節（C）により
■次回８月 22 日（火）
／赤坂レイク
雑誌広報委員長会議（8/6）報告 ／槙本 広報雑誌委員長
※（時間が余った場合）クラブフォーラム「会員増強について」
☆ゲスト紹介：小林正文 先生（岡山理科大学専門学校 第 6 代校長）
本日（８月１日）の例会記録
幹事報告◆ＲＩより、8 月度ロータリーレート＄１＝111 円 の通知と 川口・小倉・幡山・
井上・岩本 会員 宛に確定申告用 寄付金領収証が届いております。
◆ガバナー事務所より、以下５点届いております。 ①米山記念奨学会の財団設立
50 周年記念式典のご案内。日程と場所：2018 年 2 月 4 日（日）／グランドニッコ
ー東京台場（登録料＠1 万円・登録〆切 9/30 必着）（回覧中）②毎月 10 日〆切の
月次報告の訂正について、PHF, MPHF, MD になった方は顔写真を JPG 形式で添付送
付すること。③日本事務局からの依頼を受け、当地区で「ガバナー予算の 3 年間に
わたる試験的プログラム」に参加することになったお知らせ ④地区大会「友愛の
広場」パネル展示のお願い。※地区大会事務局にパネル製作を依頼する場合は製作
費 16,200 円（クラブ負担）
（原稿〆切 9/8）⑤ガバナー事務所夏季休暇（8/11～16）
のお知らせ。
◆直前ガバナー事務所より、2016-17 年度終了にともなうクラブ・ビルダー賞の推薦
について届いております。（推薦〆切 8/18）（回覧中）
◆先週の例会時にお配りした「赤磐 RC 2017-18 年度クラブ活動・運営計画書」は、
ガバナー補佐訪問クラブ協議会の際に各自で例会にご持参頂きますので なくさ
ないようにお願いします。
◆本日、夫人同伴納涼例会の案内をお配りしております。日時と場所：8/26（土）
19：00～／岡山市田町 1 丁目の「岩手川」 ※出欠のお返事は 8/17（木）まで
に事務局へお願いします。
◆本日例会終了後 8 月度理事会がございますのでよろしくお願いします。
◆来週 8 月 8 日（火）と再来週 15 日（火）の例会はありません。
次のここ赤坂
レイクでの例会は 8 月 22 日（火）です。
◆事務局は 8/14～16 お盆休みです。
広報雑誌委員長報告◆ロータリーの友 8 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 8 月号、ガバナー月信第 2 号、夫人同伴納涼例会の案内
……………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：鰻丼・デザート・珈琲
☆次回 8/22（火）メニュー： 冷やし坦々麺、焼き飯、デザート・珈琲
////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
（７/25）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 ／ 北村 ・ 川口会員
／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 7 名（欠席 5 名）出席率 58.33％
☆前回訂正 58.33％→75.00％ ☆6 月度平均出席率
《スマイル》（7/11 ゲスト卓話）坂本眞一会員（岡山旭川 RC）：ロータリアンですので、頂
いた謝礼はソノママスマイルさせて頂きます。岩本会員：バースデーの花を
いただきました。北村会員：契約の大口が決まりました。皆さんのおかげで
す。ありがとうございます
〔合計 9,000 円/（現金：8,000 円、カード：1,000 円）〕

赤磐ロータリークラブ週報（第１０１１回例会）２０１７.８．２２（火）
■本日のプログラム
／赤坂レイク
・雑誌広報委員長会議（8/6）報告 ／槙本 広報雑誌委員長
・8 月生まれ会員誕生日卓話 ／宮下会員
■次回 8/29（火）→ ８月２６日（土）19：00～ 夫人同伴納涼例会
財前親睦委員／「岩手川」岡山市田町 1 丁目
■次々回９月５日（火）クラブフォーラム／司会進行：岩本幹事／赤坂レイク
□ 8 月 8 日（火）・15 日（火）休会

※定款第 8 条第 1 節（C）により

本日（８月２２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地区大会信任状提出依頼
（〆切 9/15 郵送必着）②地区大会表彰該当者のお伺い ③ロータリーポスター
掲示のお願い（回覧中） ④第 16 回ロータリー全国囲碁大会案内状 （回覧中）
副会長報告◆本日、毎年恒例の普門院での職場訪問＆家族参加例会例会（ガナ公演）のご
案内とチラシをお配りしております。日時：9 月 11 日（日）開場 14：30 開演
15：00 その他詳細は案内をご覧下さい。※出欠のお返事とチケットのお申し
込みは 9/4（月）までに事務局へお願いします。
幹事報告◆岡山備南 RC より、7/26 に開催された県南 17RC 正副会長幹事会の負担金請求
（34,308 円）が届いております。
◆直前ガバナー事務所より地区活動報告書の内容確認のお願いが届いております。
（ 8/24 〆 切 ）
◆松江東 RC より創立 30 周年記念誌が届いております。 （回覧中）
◆納涼例会の出欠表を回覧しております。各自、間違いがないか、ご確認願います。
◆今週土曜の夜間例会に変更のため来週 8 月 29 日（火）の例会はありません。次の
ここ赤坂レイクでの例会は 9 月 5 日（火）です。
米山記念奨学委員会報告◆ガバナー事務所よりクラブ米山記念奨学委員長研修会並びに米山
記念奨学生・ 米山学友親睦会のご案内が届いております。
日時と場所：9 月 10 日（日）10：30～14：30 ／岡山県国際交流センター
登録料：5,000 円（申込・送金〆切 8/25）
◆ハイライトよねやま 209 号とクラブ別寄付金一覧表が届いております。（回覧中）
◆米山梅吉記念館より、賛助会員（年間一人 3,000 円）および全国一人 100 円募金
運動ご協力のお願いと秋季例祭（9/16）のご案内が届いております。（回覧中）
《配布物》週報、家族参加例会例会（ガナ公演）の案内とチラシ、ロータリーポスター
……………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：冷やし坦々麺、焼き飯、デザート、珈琲
☆次回 9/5（火）メニュー： トンカツ、小鉢、デザート、珈琲
////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
（8/1）例会プログラム＆出席・スマイル報告
こばやしまさふみ

《プログラム》ゲスト卓話／小林 正文 先生（岡山理科大学専門学校 第 6 代校長）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》幡山会員：妻への花束ありがとうございました。
小倉会員：小林様、本日は私のかわりにすみません。宜しくお願いします。
〔合計 4,000 円/（現金：3,000 円、カード：1,000 円）〕

