赤磐ロータリークラブ週報（第１０１9 回例会）２０１７.11.7（火）
■本日のプログラム

※ポリオランチ《理事会》／赤坂レイク
いけがみ

ただし

第 2690 地区 2017-18 年度 池上 正 ガバナー公式訪問

ガバナー・会長・幹事懇談会
11：00～12：00
公式訪問例会「ガバナー講話」 12：30～13：30
■次回 11 月 14 日（火）／会員卓話
※R 財団 BOX／赤坂レイク
「経済と地域社会の発展月間（10 月）にちなんで」／仁戸田会員
□前回 10/31（火）→10/28（土）19：00～夫人同伴創立記念例会／ 「日本料理 宴屋」岡山市
い けが みただし

なぎ ら か つ と

☆ゲスト紹介：池上 正 ガバナー、柳 楽 克人 随行幹事（倉敷南 RC）
本日（11 月７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）地区大会ご臨席の御礼と
エクスカーション写真（2）2018-19 年度地区ガバナーノミニー選出について、推
薦する候補者があれば 12/25（月）までに地区ガバナー事務所内の指名委員会宛に
郵送で通知のこと。（3）RI の「My ROTARY」アカウント登録オンラインツールマニ
ュアル（最新更新版）。昨日、会員の皆様のメールアドレスに転送しております。
（4）RI 会長代理 片山主水パストガバナーの「会員増強の戦術」の資料（回覧中）

幹事報告◆RI より、以下２点届いております。①11 月以降は新システムから各種お知らせ
を配信するとの連絡 ②11 月度ロータリーレート通知＄1＝114 円（前月は 112 円）
◆ 岡南 RC より、10 月度 県南 17RC 幹事会議事録と負担金請求 6,000 円が届いております。

◆岡山 RC より、12 月度県南 17RC 幹事会日程変更について、12/11（月）19：00～/ホテル
グランヴィア岡山 2F「吉備膳」を予定。正式な案内は後日！との連絡が届いております。

◆地区Ｒ財団事務所より、地区 R 財団事務所の HP にロータリー財団月間資料追加
のお知らせと、財団室ニュース 11 月号が届いております。（回覧中）
◆本日は、ガバナーのご希望によりポリオランチを召し上がって頂きました。皆様
ご協力ありがとうございました。
◆本日は、例会終了後、記念写真を撮ったあと、11 月度理事会を開催しますので
よろしくお願いします。 今週木曜日は事務局代休です。

奉仕プロジェクト委員長報告◆10/25（水）磐梨中学校へ出前講座に行ってきました。
◆ボーイスカウト日本連盟より青少年育成の為のボーイスカウト運動へのご支援の
御礼と今後のお願い及び、機関紙「スカウティング」が届いております。
（回覧中）

《配布物》ロータリーの友 11 月号、ガバナー月信第 5 号、週報、
……………………………………………………………………………………………………………
前々回（10/24）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》第 9 グループ 丹羽ガバナー補佐訪問例会＆クラブアッセンブリー
〔第一部〕クラブ例会 丹羽ガバナー補佐卓話「職業奉仕と街づくり」
〔第二部〕クラブアッセンブリー「活動・運営計画」／CLP 各委員長
《出席報告》会員数 13 名（出席率算定会員数 13 名）出席 12 名（欠席 1 名）出席率 92.31％
☆前回訂正 45.45％→66.67％
《スマイル》丹羽ガバナー補佐：スマイル
出席会員全員:井上会長・丹羽ガバナー補佐、梶原随行幹事、ようこそ！
〔合計 17,000 円/現金：6,000 円、カード：11,000 円

赤磐ロータリークラブ週報（第 1020 回例会）２０１７.11.14（火）
■本日のプログラム
※R 財団 BOX／赤坂レイク
「経済と地域社会の発展月間（10 月）にちなんで」／仁戸田会員
□11 月 21 日（火）

休

会

■次回 11 月 28 日（火）
11 月生れ会員誕生日卓話

※定款により第 8 条第 1 節により

／

※R 財団 BOX／赤坂レイク
槙本会員

本日（11 月 14 日）の例会記録
会長報告◆ガバナー事務所より、当地区内のケーブルテレビ各局において、2017-18 年度地
区大会のダイジェスト番組が放送されるとのことで、番組表が届いております。
昨日、事務局より皆様にメールで送っておりますので、ケーブルテレビを視聴で
きる方は、番組表をチェックしてぜひご覧ください。
◆磐梨中学校より、2 学期の幡山会員の出前講座が終わったばかりですが、3 学期
の分を前倒しで 2 学期にお願いしたいとのことで、12/13（水）午後に講演依頼
が届いております。誰か行って下さる方はおられませんか？（※岩本幹事に決定）
幹事報告◆岡山中央 RC より、創立 30 周年記念誌が届いております。（回覧中）
◆11 月度理事会報告を致します。ボーイスカウト日本連盟の青少年育成の為のボ
ーイスカウト運動への支援は今後も今まで通り継続することになりました。
◆本日、夫人同伴忘年会のご案内をお配りしております。
（出欠〆切 12/5）
日時と場所：12 月 15 日（金）19：00～／岡山市平和町の「かず家」
◆来週 11/21（火）の例会はありません。次のここでの例会は 11/28（火）です。
R 財団・米山記念奨学会委員会報告
◆米山記念奨学会より、「ハイライトよねやま 212 号」が届いております。（回覧中）
◆本日は R 財団 BOX へのご協力ありがとうございました。

《配布物》週報、夫人同伴忘年会のご案内
……………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：ビーフカツ・エビフライ・豚バラ生姜焼き・サラダ・スープ・デザート・珈琲

☆次回 11/28（火）メニュー： 明太子パスタ・サラダ・スープ・デザート・珈琲
////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
前回（11/7）例会プログラム＆出席・スマイル報告
いけがみ

ただし

《プログラム》 第 2690 地区 2017-18 年度 池上 正 ガバナー公式訪問
《理事会》
ガバナー・会長・幹事懇談会
11：00～12：00
公式訪問例会「ガバナー講話」 12：30～13：30
※ポリオランチ
《10/28（土）出席報告》会員数 13 名（出席率算定会員数 12 名）出席 8 名（欠席 4 名）
出席率 66.67％
☆前回訂正なし
《11/ 7（火）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 66.67％→92.31％
《スマイル》池上ガバナー：スマイル
出席会員全員:池上ガバナー、柳楽随行幹事、本日はようこそおいで下さいました。
〔合計 19,000 円/現金：14,000 円、カード：5,000 円〕

赤磐ロータリークラブ週報（第 102１回例会）２０１７.11.２８（火）
■本日のプログラム
／赤坂レイク
11 月生れ会員誕生日卓話「食育について」／槙本会員

□11 月 21 日（火）

■次回 12 月 5 日（火）
※R 財団 BOX《理事会》／赤坂レイク
「クラブ年次総会」 司会：岩本幹事
議長：井上会長
次々年度会長、及び次年度の理事・役員・委員の指名
／幡山会長エレクト（指名委員会委員長）
休 会
※定款により第 8 条第 1 節により
本日（11 月 28 日）の例会記録

会長報告◆地区Ｒ財団事務所より、2018-19 年度奨学生募集についてのお願いと募集要項が
届いております。申請希望者のクラブへの申請〆切は 2018 年 1/31、クラブから
地区への推薦〆切は 2018 年 2/28 です。詳細は回覧中です。
◆ＲＩより 12 月度ロータリーレート通知《 ＄1＝112 円（11 月は 114 円）》が届い
ております。
幹事報告◆岡山ＲＣより、12 月度 県南 17RC 幹事会の正式な案内が届いております。
日時と場所：12/11（月）19：00～/ホテルグランヴィア岡山 2F「吉備膳」
（出欠回答 12/4〆切）
◆岡山南ＲＣより、1 月度 県南 17RC 幹事・次期幹事親睦会（非公式）のご案内が
届いております。日時と場所：1/15（月）19：00～/ANA クラウンプラザホテル
岡山 1F ウルバーノ 会費：＠8,000 円
（出欠回答 12/15〆切、※キャンセルは 1/12 の 16：30〆切）
◆来週 12/5（火）の例会は年次総会となっておりますので、皆様、できるだけ欠
席のないようご出席のほどよろしくお願い致します。
◆赤坂レイク様より、本日例会終了後、こちらの部屋を使われるとのことで皆様
すみやかにご退出願います。

《配布物》週報、赤磐 RC12～1 月度例会プログラム
……………………………………………………………………………………………………………
☆本日のメニュー：明太子パスタ・サラダ・スープ・デザート・珈琲
☆次回 12/5（火）メニュー：ビビンバ・キムチ・スープ・デザート・珈琲
☆次々回 12/12（火）メニュー：牡蠣フライ・サラダ・味噌汁・デザート・珈琲
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
前回（11/14）例会プログラム＆出席・スマイル報告
《プログラム》
※R 財団 BOX／赤坂レイク
「経済と地域社会の発展月間（10 月）にちなんで」／仁戸田会員
《出席報告》会員数 13 名（出席率算定会員数 13 名）出席 7 名（欠席 6 名）
出席率 53.85％ ☆前回訂正なし ☆10 月度平均出席率 84.00％
《スマイル》仁戸田会員：妻の誕生日、お花ありがとうございました。
〔合計 3,000 円/現金：3,000 円、カード：0 円〕

