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[本日の卓話] １０月１９日 
  

「 環境保全について思う事 」 
 

当クラブ会員 保土田守彦 君 

 

[次回の卓話] １０月２６日         
  

 「 新入会員挨拶 」 
 

当クラブ会員 大野平 君 

当クラブ会員 岩崎高章 君 

・・・・・・・・・・・・・ 第２３６７回  ２０１５年１０月５日  例会報告 ・・・・・・・・・・・・・ 
 

■点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング 
「 君が代 」「 奉仕の理想 」 

■来客紹介 
○ゲストスピーカー１名 
ティリ，ティサーさん（ 米山奨学生 ） 

○ビジター１名 
嶋 村 文 男 様（ 東京東江戸川ＲＣ ） 

○ゲスト１名 
大 澤 文 誉 様（ 大澤会員ゲスト ） 

■出席状況報告（前々回訂正出席率） 
50名中 44名出席 出席率 95.65％ (9/14…100％) 

■１０月のお祝い 
〇誕生日・奥様誕生日・結婚記念日・出席 100％ 
■誕生日の歌（ スピーチ  岩崎会員 ） 
■会長報告 
○米山奨学生ティリ，ティサーさんへ１０月分米山
奨学金を授与 

■幹事報告 
○ガバナー月信・ロータリーの友 １０月号が届き
ましたので、ラックへ配布致しました 

○例会終了後、２Ｆ「藤の間」において理事役員会
を開催致します 

○10/3(土)～4(日)開催された「グローバルフェス
タ JAPAN2015」を見学致しました。 会場はお台場
センタープロムナードで、当地区のポリオプラス・
米山記念奨学金制度、青少年交換プログラムに関
する展示や広報活動がなされておりました 

■委員会報告 
○米山奨学委員会(中山委員長)…今月は米山月間で
す。米山記念奨学会より 2015-16年度版『豆辞典』
が届きましたのでラックへ配布致しました。より
一層のご理解を深めて戴きますようお願いします 

○米山奨学生カウンセラー(岩倉会員)…9/5(土)米
山梅吉記念館バスハイクの際に行われた「柿田川
公園清掃奉仕活動」でのティリ，ティサーさんの
コメントが、地元静岡新聞に掲載されました。コ
ピーをラックへ配布致しましたのでご一読下さい 

○ＲＡＣ委員会(川野委員長)…地区RAC委員会より、
10 月～12 月の RAC 例会参加のご案内が届きまし
た。各テーブルに配布致しましたのでご回覧下さ
い。例会参加希望の際は、川野迄ご一報下さい 

○ＩＡＣ委員会(森委員長)…10/3(土)日大一高で開
催された「第２回 IAC委員会･顧問教師会」に出席
致しました。リーダーズキャンプ、沖縄地区大会
の反省等の意見交換をしてきました 

○ゴルフ同好会(菅谷委員長）…10/14(水)開催の 
東分区懇親ゴルフ大会の実施要項を参加者宛に 
配布致しました 

○ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ委員会(稲山委員長）…①交換留学生・
派遣アンケートへのご協力ありがとうございまし
た。次年度の派遣留学生候補者は６名おります  
②10/19(月)当クラブの例会にﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑ RC 小林
会員が来訪されます      
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本日合計      82,000 円 

今期累計  1,309,000 円 

■本日の卓話 
 

 

 
 
＜紹介者＞ 
当クラブ会員 中山直幹 君  

 

 

2015-16 年度１０月理事･役員会報告  

日時 ：２０１５年１０月５日(月) 

場所 ：タワーホール船堀 2Ｆ「 藤の間 」 

出席者 ： 

理事、役員 須賀、荒井、森田、田中(伴)、

小林、多賀、山本(昌)、関口、久保、武田、 

横山、山本(和)(直前会長) 

会計監査 久保田、稲山 会場監督 柴田 

親睦活動委員長 田中(吉)( 以上１６名 ) 

 

＜協議事項＞ 

1. 双葉町表彰式参加の件…承認 

・11/3(火)町立幼稚園・小中学校への備品

寄贈に対する感謝状贈呈式に、須賀会

長・岡本いわき勿来RC委員長・武田Ｒ財

団委員長・山本直前会長の４名が参加

致します 

2. 忘年家族会参加費の件…承認 

・ゲスト参加費は昨年同様とします 

大人（お土産付） …＠15,000円 

高校生・中学生(プレゼント付） …＠15,000円 

 小学生（プレゼント付） …＠10,000円 

幼児（食事あり･プレゼント付） … ＠5,000円 

                

＜報告事項＞ 

1. ９月収支報告…小林会計より 

2. 新入会員 佐久間唯一氏 入会の件 

・10/19(月)に入会式を挙行します 

3. 台北東 RC 訪問の件 

・須賀会長、田中幹事、他8名(計10名)に

て台北東RC52周年記念式典行事に参加

致します 

4. バーリンゲイムＲＣ交換留学生派遣の件 

・現状報告。今後の対応、選考・募集基準

の作成等の作業に入ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
東京東江戸川ＲＣ嶋村様…先週はお世話にな

りありがとうございました。今日は米山奨
学生ティリ，ティサーさんの卓話を聞きに
来ました 

中山君…本日の卓話は米山奨学生ティリ，テ
ィサーさんにお願いしました。いいお話が
聞けると思います 

岩倉君…ティリ，ティサーさんの卓話 楽しみ
にしています 

誕生日祝いを頂いて  岩崎君…ありがとうご
ざいます 

奥様誕生日祝いを頂いて  増田君…健康でい
て下さい／佐久間君、梅田君、岩崎君…あ
りがとうございます 

結婚記念日祝いを頂いて 保土田君、上野君、
松井君／宇田川君…お陰様で元気で今日を
迎えることが出来ました／西川君…結婚し
て３７年になります。あっという間の期間
でした。夫婦順調にいっております 

出席100％祝いを頂いて 荒井君…お陰様で入
会させて頂いてから１４年が経ちました 

武田君…職業奉仕セミナーに多数ご参加頂き
ありがとうございました。次回は 10/26(月)
“職業奉仕の実践について”の内容でござ
います。宜しくお願いします 

稲山君…ﾊﾞｰﾘﾝｹﾞｲﾑRC交換留学生のアンケート
に回答頂きましてありがとうございました 

須賀君…先日、岩楯さんありがとうございま
した 

大野(達)君…涼しくなり多少若返ったようで
楽になりました 

横山君…うれしい事がありました 
山本(和)君…飯田さん ８日の支部長訪問 宜

しくお願いします 
多賀君…姫路城はとても素晴らしかった 
木本君…宇田川さん 昨日はありがとうござ

いました 
岡本君、市川君、関口君、森君、伊東君、大野

(平)君…ニコニコご苦労様です 
宇多君、松井君、森田君、田中(伴)君…ニコ

ニコ頑張って下さい 

川野君…ニコニコご協力 ありがとうございます 

芦﨑君…10 月もニコニコ宜しくお願い致します 
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