
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

国際ロータリー会長  ロン D．バートン 氏 

国際ロータリーテーマ 

ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

■会長  庄子 佳良    ■幹事  久保 豊年 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail:hnrc@world.ocn.ne,jp URL http://www.hnrc.jp/ 

例 会 毎週木曜日 12：30  ホテルグランヴィア広島 

２０１３年８月８日発行 Vol．１３６１

 

 
 
 
 
国歌斉唱 

ロータリーソング  ｢奉仕の理想｣ 

職業奉仕委員会 四つのテスト唱和 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  就任挨拶Ｐａｒｔ２ 理事役員委員長 
 

 

 

新年度が始まり、あっという間に１ヶ月が過ぎました。会員の皆様の

温かいご支援の下に、何とか順調に船出ができましたことを心から

感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い申しあげます。 

先週は２７日（金）に、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会の三保理事の下、社

会奉仕小委員会・青少年奉仕小委員会合同の事業、「ひろしま避難

者の会アスチカ」の皆さんを招待して、「広島みなと夢花火大会、海

上納涼船ツアー」が開催され、乳幼児を含む５１名の「アスチカ」の

会員の皆さんを慰労いたしました。天候にも恵まれ、船上から見る素

晴らしい花火を満喫いたしました。「アスチカ」の会員さんからは、

「海上から花火を見るのは初めての経験で本当に嬉しかった」とか

「広島の皆さんに良くしていただいている」など感謝の言葉をいただ

き、私自身も嬉しく思いました。 三保理事をはじめ、ﾌｪﾘｰを手配し

ていただきました塩本能尚会員、合田委員長、島田委員長をはじめ、

長老の中川会員にもご参加をいただきました。お手伝いをいただき

ました会員の皆様に心から御礼を申し上げます。ありがとうございま

した。 また、この件に関しまして、広島市記者ｸﾗﾌﾞ、広島経済記者ｸ

ﾗﾌﾞあてにﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽを送っていただき、他にもあるかもしれませんが、

広島経済ﾚﾎﾟｰﾄ８月１日号に記事が載っておりましたのでご覧いた

だければと思います。第１例会と言うことで行事が押しておりますの

で、これで会長時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

 

 
前列左より深川会員・畑会員、真ん中左より土井会員・石田会員・中

村会員・中尾会員・福田会員、庄子会長、後列左より丸本会員・久保

(雅)会員・越智会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

今月、還暦を迎えられ

る久保雅史会員にクラ

ブからお祝の品が贈

られました。 

 

おめでとうございます。 

 

 

 
 

 

 

＊例会終了後、定例理事会を開催します。 

＊ガバナー月信（ＢＯＸ配布） 

＊在広ＲＣ合本Ｂ５版会員名簿（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  島本副委員長 

８/９(金)に開催いたします「夏の家族会」ですが、本日、スタジアム

入場券をお配りしておりますので、紛失されないよう当日は必ずお

持ちください。 
 

 

 

ゴルフ同好会 

７/２８(日) 千代田 OGM ゴルフ倶楽部で行われた【２０１２-１３年度

広島北ＲＣ多打喜会取り切り戦】の結果発表 

■本日の例会    ２０１３年８月８日（木）    第２１４４回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 新会員自己紹介 

 藤田 省蔵 会員 

 松田 宜久 会員 

前回例報告     ２０１３年８月１日（木）  第２１４３回 

会長時間                会長   庄子 佳良 

幹事報告                幹事   久保 豊年 

委員会報告 

誕生月お祝い 

祝寿 

同好会報告 
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取り切り戦優勝 下前会員   ７月度例会優勝 土井会員 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 先日の｢ｱ

ｽﾁｶ｣の会との花火大会鑑賞に、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの三保理事、社

会奉仕の合田委員長、青少年奉仕の島田委員長を始め多くの

方にお手伝い頂きありがとうございました。｢ｱｽﾁｶ｣の会の子供

達も大喜びでした。 

三保会員･島田会員･合田会員･畑会員･中川会員･塩本(能)会

員 ７/２７(土)社会奉仕･青少年奉仕委員会の共同っ事業として、

ひろしま避難者の会｢ｱｽﾁｶ｣の会員の方５１名を花火大会を船

上から楽しむﾂｱｰへご招待致しました。事業実施にあたり、会員

の皆様に協力を頂き、無事に事業を実施出来ました事に感謝を

申しあげます。 

松本会員★★ この度第５９回全国高等野球大会選手権広島

大会で、瀬戸内高校が激戦を制し、夏の甲子園に２度目の出場

をします。また、ｻｯｶｰ部は４年連続広島県代表としてｲﾝﾀｰﾊｲ

に出場、先ほど初戦の仙台育英に２対０で勝利したとの連絡が

ありました。ご声援宜しくお願い申しあげます。 

神農会員･久保田会員･達川光男様 瀬戸内高校 甲子園へ。

松本先生、オメデトウ ございます。只々オメデトウございます。 

岸本会員 松本会員へ。甲子園おめでとうございます。 

山本(忠)会員・中尾会員 松本さん、おめでとうございます。今

年の甲子園大会広島代表に瀬戸内高校が決まりました。地元

の代表として皆さん、応援しようではありませんか。 

久永会員 松本先生、長い間の念願“瀬戸内 優勝”甲子園出

場おめでとうございます。奥様へ最高の供養が出来ましたね。

新庄との息詰まる投手戦、野球を見ない家内が二日間ﾃﾚﾋﾞの

前に釘づけでした。 

山下(江)会員 瀬戸内高校１３年振り２回目の甲子園出場おめ

でとうございます。「すまいる王子」こと山岡投手を始め、全ﾒﾝﾊﾞ

ｰはさわやかで闘志もあって素晴らしですね。全国制覇へ、応

援します。 

吉永会員◇ 松本さん、瀬戸内高校甲子園出場おめでとうござ

います。また、私の高校時代の恩師でもあります、小川先生の

率いるﾁｰﾑという事で、優勝目指して頑張って頂きたいと思いま

す。未だに監督の姿をﾃﾚﾋﾞで見ているだけでﾄﾞｷﾄﾞｷしますが、

今年はしっかり応援します。 

広川会員・山内会員・上田会員・本田会員 松本先生、甲子園

出場おめでとうございます。甲子園での活躍を願っています。 

水野会員・石田会員・岩森会員・久保(雅)会員・上野会員・髙原

会員･塩本(千)会員･大之木会員･増田会員･久保(豊)会員･庄

子会員･泉会員･山下(正)会員･越智会員･菅会員･坪内会員･杉

町会員･深川会員･二井本会員･河本会員･土井会員･合田会

員･鈴木会員･島本会員･中嶋会員･上河内会員･岡部会員･伊

藤会員･桑村会員･島田会員 瀬戸内高校甲子園出場おめでと

うございます。広島の古豪・強豪を撃破しての優勝さすがです。

是非、全国制覇をして下さい！応援しています！ 

土井会員★ ７/２８の多打喜会において、優勝することができま

した。おまけにﾍﾞｽｸﾞﾛまでいただき、ありがとうございます。ﾊﾝﾃﾞ

ｨｰ１８も頂いたので優勝できたのでしょうが、同伴者の久保豊年

さん、と原田さんに励まして頂きありがとうございました。 

下前会員★★ ７/２８の多打喜会取り切り戦で優勝することがで

きました。初めてです。ありがとうございました。 

鈴木会員★ 先日の多打喜会にてﾊﾝﾃﾞｨの修正申告の連絡を

し忘れ大ｱﾝﾀﾞｰになりました。ちなみに準優勝でした。又、本日

就任挨拶をします。 

丸本会員◆ ７/２８多打喜会にてｱﾝﾀﾞｰ分をﾆｺﾆｺに出します。

又、本日国際奉仕委員長の就任挨拶宜しくお願いします。 

中村会員◇ 先日の多打喜会にて優勝は叶いませんでしたが、

２ｱﾝﾀﾞｰでしたので、出宝させて頂きます。 

山下(正)会員･三保会員･久保(豊)会員･鈴木会員･桑村会員･

合田会員･岡部会員・越智会員・佐々木会員・吉永会員･上田

会員･杉町会員･島本会員 山坂会員へ。７/２５、鉄ぱん屋弁兵

衛三田店ｵｰﾌﾟﾝおめでとうございます。東京進出大成功をお祈

りしております。 

福田会員 満８４才となります。何とか元気で皆さんについて行

かれればと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

中尾会員 お陰様で今月７２才になります。これからもよろしくお

願い致します。 

土井会員 誕生日のお祝いありがとうございます。 

石田会員 ６４才になります。ありがとうございます。 

久保(雅)会員 還暦､誕生日をお祝頂き誠にありがとうございま

す。まだまだ子供ですが、頑張って大人になります。これからも

御指導御支援宜しくお願い致します。 

畑会員 本日は誕生日のお祝いをして頂き、ありがとうございま

した。５２才になってしまいました。 

槇殿会員 本日、就任挨拶をさせて頂きます。就任の挨拶とし

て話すことはなく時間が余ったらどうしようと思っています。最後

になっており早く終わったらお許し下さい。 

神農会員 就任挨拶をします。１年間よろしくお願いします。 

坪内会員 本日就任挨拶をさせて頂きます。１年間ご協力よろ

しくお願いいたします。 

岡部会員 本日、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会委員長として就任挨拶させて

頂きます。 

二井本会員 会報ＩＴ委員会の委員長を仰せつかりました。本日

は就任挨拶をさせて頂きます。一年間宜しくお願い致します。 

中嶋会員◆ 先日は連絡不備で皆さんにご迷惑かけました。 

佐藤会員◇ 先日の飲みでは大変失態をお見せしまして失礼

致しました。反省の意を込めて出宝いたします。 
 

当日計 158,000 円（内、ｗｅｂ25,000 円） 累計 355,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『就任挨拶Ｐａｒｔ２』 

 

理事・奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員長 三保二郎会員 
 

本年度、奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会は職業奉仕の探

究を行います。社会奉仕は既に地区補助金が

決定している命の電話への環境改善事業、震

災避難者｢ｱｽﾁｶ｣への支援。等を進行中です。

国際奉仕はﾀｲのＲＣとの友好関係を築きﾐｬﾝﾏｰ 

への支援が出来るかを検討しております。青少年奉仕は先日の

｢ｱｽﾁｶ｣の親子を花火大会への招待に続き８月５日・６日の「小さ

な祈りの影絵展」への支援などの事業を行う予定です。 

 

職業奉仕委員長  中尾建三会員 

 

ﾛｰﾀﾘｰの職業奉仕とは、極めて個人的であり道徳的なものであ 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

プログラム時間 
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ります。又、奉仕団体と言っても単なるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

団体ではなく、職業奉仕団体という特殊な意味を

有する組織であることを深く理解しなければなりま

せん。そうした中、会長の方針であります、「愛と

感謝と奉仕の心」を調和させながら任務を果たし

たいと思います。 

１．会員の会社紹介。以前作成されている企業紹

介誌に、以後入会会員会社を追加紹介する。更には、職場例会

とは別に少人数で会員企業の訪問を行う。 

２．職場訪問例会を実施する。 

３．ﾛｰﾀﾘｰの幹の部分である、職業奉仕について理解を深める

例会卓話を実施する。 

４．四つのﾃｽﾄの唱和することで、ﾛｰﾀﾘｰの職業奉仕の理念を確

認する。 

 

社会奉仕委員長 合田尚義会員 

 

今年度、社会奉仕委員長を務めさせて頂きます

合田です。よろしくお願い致します。同時に、４５

周年の記念事業委員会の担当副委員長も仰せ

つかっておりまして、日々、三保常任委員長より

叱咤激励を頂いております。 

今年度の社会奉仕委員会の事業と致しましては、まず地区補助

金事業としまして、「広島いのちの電話」の相談室の環境改善事

業が実施決定されており、相談室で使用する椅子、机、書類棚

を寄贈する事となっております。 

そして、東日本大震災被災者支援事業としまして、先週の土曜

日に、ひろしま避難者の会「ｱｽﾁｶ」の会員を船上より花火を楽し

むﾂｱｰに招待し、日頃の悩みを忘れて花火を楽しんで頂くと共

に、ｱｽﾁｶ会員同士の交流も深めて頂くという事業を行いました。

「ｱｽﾁｶ」に対しましては、今後も引き続き、幾つかの支援事業を

行って行きたいと考えており、その事業内容の検討を進めており

ます。 

また、その他の事業としまして、西部こども家庭ｾﾝﾀｰという、児

童虐待の恐れのある家庭の子供を預かり守る施設がありますが、

施設で子供たちが使用する遊具等を寄贈する事業を検討して

おります。 

社会奉仕活動はＲＣの活動の根幹の一つでありますので、今年

度もｸﾗﾌﾞとして恥ずかしくない事業を行っていく責任を感じてお

ります。三保常任委員長の元、一生懸命、その務めを果たして

参りたいと思っておりますので、どうぞ、ご指導の程、よろしくお願

い申し上げます。 

 

国際奉仕委員長 丸本佳生会員 

 

国際奉仕委員会の今年度委員長をさせて頂くこ

とになりましたので宜しくお願いします。 

今年度は大きく分けて３つの事業を計画しており

ます。 

①ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ全会員取得（前年度引続き事業） 

②国際大会参加推進（２０１４.６.１～４ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｼﾄﾞﾆｰ） 

③海外ｸﾗﾌﾞと協力し、創立４５周年記念事業を考慮しＲＩﾃｰﾏで

も有ります会長賞を獲得したい。 

会長賞は、地元及び海外で少なくとも１つのﾛｰﾀﾘｰ重点分野に

関連する奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加する。 

1） 平和と紛争予防 ・ 紛争解決 

2） 疾病予防と治療 

3） 水と衛生 

4） 母子の健康 

5） 基本的教育と識字率向上 

6） 経済と地域社会の発展 

先月、ﾀｲのﾊﾞﾝｺｸＲＣ、ﾊﾞﾝｺｸｻｳｽＲＣ例会に出席し支援事業に

ついて調査して来ました。 

現在ﾊﾞﾝｺｸのｽﾘｵﾝＲＣと情報交換し、会長賞を考慮し｢３）水と衛

生｣に対し小、中学校に 「浄水器」 設置に向けて活動しており

ます。詳細については後日、順に追って報告していく予定です。 

是非、国際支援事業に参加したいと考えておりますので、ご協力

のほど宜しくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

青少年奉仕委員長 島田忠征会員 

 

本年度青少年奉仕委員会委員長を拝命いたし

ました島田です。 本年度青少年奉仕委員会で

は会長運営方針である「愛と感謝と奉仕の心」に

則り、①新世代の奉仕活動を理解するための例

会を行う。②１１月のＲＹＬＡ(ﾛｰﾀﾘｰ指導者養成

ｾﾐﾅｰ)への参加者を募集する。③青少年主体の社会奉仕ｲﾍﾞﾝﾄ

への支援を行う こととしています。 

先般ＲＹＬＡ(ﾛｰﾀﾘｰ指導者養成ｾﾐﾅｰ)への参加者は決定し、又、

７月２７日は社会奉仕委員会と共同で、花火鑑賞事業を実行し

たところですが、今後も青少年の支援に対する事業を行いたいと

考えています。１年間宜しくお願い致します。 

 

理事･ｸﾗﾌﾞ管理運営常任委員長 神農洪明会員 

 

今年度ｸﾗﾌﾞ管理運営委員会、委員長を勤めさ

せていただくことになりました神農でございます。 

庄子会長の方針であります「愛と感謝と奉仕」の

心を持って、又、当ｸﾗﾌﾞの伝統でもあります「明

るく調和のとれた居心地の良い楽しいｸﾗﾌﾞ」になりますよう、親睦

委員会には鈴木委員長、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会には、岡部委員長、出

席委員会には中村委員長、ﾆｺﾆｺ委員会には上田委員長、そし

て、委員会の皆様の力を結集してこの一年間取り組んでいきま

す。ご指導、ご協力よろしく御願いいたします。 

 

出席委員長 中村満治会員 

 

出席小委員会の委員長を仰せつかりました中村

満治です。メンバーは、私の他に 副委員長杉

山、委員 岡崎、炭田、前、畑 の６名です。１年

間、一生懸命努めますのでよろしくお願い致しま

す｡ 

基本方針は、本年度会長の方針「愛（思いやりの心）と感謝と奉

仕の精神」をしっかりと推進できるように出席率の向上を目指して

いきます。実行項目としては、前年の委員会と ほぼ一緒ですが、

目玉として 「遠距離ﾒｰｸｱｯﾌﾟの紹介」 をしたいと考えておりま

す。出席の努力に報いるために遠方にもかかわらずﾒｰｸｱｯﾌﾟを

して頂いた方を紹介致します。 

今年度に入って出席率は１００％で推移しております。どうかこの

絶好調を維持すべく会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員長 鈴木孝幸会員 

 

今年度ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会は、神農常任委

員長の下、島本副委員長、山下(正)会員、杉町

会員、石川会員、渡部会員、吉永会員、本田会

員、佐藤会員、横田会員、そして、今年度新た

に入会の藤田会員、小林会員、松田会員の現

在１３名の委員で、皆様の心に残る企画運営で一年を過ごして

まいりたいと思います。 
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既に新年度が始まりひと月が経過しましたが、来週の「夏の家族

会」をはじめ今年度数々の事業を、委員会ﾒﾝﾊﾞｰが「おもてなし

の心」で皆様に接してまいりますので楽しみにしておいてくださ

い。今年度は、創立４５周年の節目でｸﾗﾌﾞ管理運営委員会の一

員として、記念式典を担当させていただきますので、宜しくお願

いいたします。以上、誠に簡単ではございますが、就任挨拶とさ

せていただきます。 

 

プログラム委員長 岡部知之会員 

 

前年度は合田委員長の元、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長で

した。ﾜｲﾝ例会など趣向を凝らした１年でした。

前年度同様、ｸﾗﾌﾞの基本精神を感じることがで

きる明るく調和のとれた居心地の良い楽しい、そ

してためになり、たまには泣かせる例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

を考えていきたいと思います。 

その結果、ﾎｰﾑ例会の出席率向上につながれば幸いです。 

今年度ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会の計画の中で特に力を入れていきたいこ

とが２つあります。 

一つ目は、会員増強を目的とした例会へ、多くのｹﾞｽﾄ招待を成

功させるために、目玉となる例会を２回開催します。 

実は一昨日委員会を開催し、その旨を委員会ﾒﾝﾊﾞｰに説明した

ところ、たくさんのｻﾌﾟﾗｲｽﾞで「じぇじぇじぇ」な目玉候補が上がっ

ております。会員増強につなげるために、当委員会がｱｼｽﾄでき

るように準備してまいります。 

二つ目は、前年度ﾜｲﾝ例会に負けないような、委員会ﾒﾝﾊﾞｰに

よる楽しい例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施します。 

日本酒になるのか焼酎になるのか、夜間になるのか早朝になる

のか、まだまだ議論の余地がございますので、印象に残りすぎる

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑになるよう心掛けたいと思います。 

最後に、当委員会以外の会員の皆様にお願いがございます。 

庄子会長方針「愛と感謝と奉仕の心」を大切にするに相応しい

卓話講師の方がいらっしゃいましたら、紹介をお願いいたします。

どうぞ今年度１年よろしくお願いいたします。 

 

ニコニコ委員長 上田修史会員 

 

皆様もご承知のように、当ｸﾗﾌﾞのﾆｺﾆｺ箱は、

自主出宝を原則としています。 

皆様から楽しい事、うれしい事、お慶び事の

報告がたくさん頂けますよう 

お願い致します。又、各委員会及び、各同好

会との連携を図り明るく活気ある委員会にしていきたいと思って

います。ﾆｺﾆｺ箱は、ｸﾗﾌﾞの行う奉仕活動の資金となりますので、

会員皆様のご協力を、お願い致します。又、ﾒｰﾙによる出宝に

つきましては、後日会費徴収とさせていただきますので、是非、

ご利用下さい。 

本年度も例会場出入り口に、カエル BOX を置いています、途中

退席される方、その他の方、小銭でかまいません、どうぞ皆様の

ご協力をお願い致します。 

 

広報常任委員長 坪内 昭吉会員 

 

本年度、広報常任委員長を仰せつかりました

坪内です。広報常任委員会は担当の会報・IT

小委員会、二井本委員長を中心とした委員会

ﾒﾝﾊﾞｰの皆さんと共に一年間頑張ってまいり

ます。活動内容につきましては、これまでと大

きく変わったことは考えていません。具体的な活動については、

この後、二井本委員長よりご説明があろうかと思います。本年度

は、創立４５周年という節目の年でもありますので、事業内容も

含めて、各委員会の皆様との連携を密にとりながら、ｸﾗﾌﾞ内外

に向けてﾀｲﾑﾘｰな情報発信を心がけていきたいと考えています。

会員の皆様方には、情報提供や原稿の提出など、様々なお願

いをさせていただくかと存じますが、ご理解を賜りご協力の程よ

ろしくお願い申し上げます。一年間どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 
会報ＩＴ委員会 二井本浩司会員 

 

今年度当委員会では、ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱの積極

的な活用により当ｸﾗﾌﾞのｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟを図って

まいりたいと思っております。ＨＰも皆さんが多

数参加いただけるよう運営を行ってまいりたい

と思いますしＦＢの方も昨年度の内容に加え、

各委員会の事業等も掲載させていただきたいと思っております

ので、各委員長の方々には是非ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしたいという事柄がご

ざいましたら情報提供下さいますようお願い申し上げます。 

また、今年度は４５周年という節目でございますので、記念に残

る記録ができるよう努めてまいります。 

最後に委員会からのお願いでございます。本日もたくさんの会

員の方が就任挨拶をされました。今後の卓話等も含めまして必

ず原稿の提出にご協力いただけますようお願いいたします。 

提出方法は原則としまして事務局にメールにて提出をお願いい

たします。お手数ではございますが、何卒ご協力下さいますよう

お願いいたします。 

初めての委員長と言う事で不慣れではございますが、一生懸命

取り組んでまいります。どうぞ１年間よろしくお願いいたします。 

 

会計長 槇殿  透会員 

 

予算執行については、収支状況を常に把握

し、伝票・稟議書をﾁｪｯｸしていきます。３か月

毎には予算執行状況を理事会に報告し、適

切な運営を図って行きたいと考えております。 

 

 
 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年８月１日（木） 会員数 ８３名 

出席 ６７名  欠席 １６名  来客  １名 

７月１８日例会出席率  １００％ 

■ご来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

石川泰啓様（東京恵比寿） 

■次回例会  ２０１３年８月２２日（木） 

卓話 「新会員卓話」  

    横田則夫 会員/小林孝憲 会員 

食事 和食 

★８月１５日(木)は盆休みで休会です！ 

バナー贈呈 

東京恵比寿ＲＣ 

石川泰啓様に当ク

ラブのバナーを贈

呈しました。 

またのお越しをお

待ちしております。 


