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第 1528 回例会 2017 年 7 月 4 日（火）

と⾔いますと、⼒⼠は電⾞通勤が大好きだといい、

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ大ホール

これで白子場所が決定し、市の相撲協会にお願い

例会進⾏: 藤野恵子ＳＡＡ

した所です．名古屋場所での活躍を期待致します．

開始 12：30 終了 13：30

⻄ロータリーの皆様、よろしくご指導いただきま

点鐘:会⻑

すようお願い申し上げます．

川岸光男

ソング: 君が代・奉仕の理想

幹事報告

ソングリーダー: 勇理維子副ＳＡＡ

1. 当クラブ例会変更のお知らせ

ゲスト：追手風部屋
一二三

大翔鶴関様、大翔若関様、

明様、⽶⼭記念奨学⽣

張

柴田友美幹事

7 月 11 日（火）夏季親睦・家族例会のため、

丹丹様

南知多

「⿂太郎」

2. 鈴⿅・⻲⼭グループ各ロータリークラブ例会変
更のお知らせ
鈴⿅ベイＲＣ：7 月 6 日（木）会場都合の為グ
リーンパーク鈴⿅
7 月 13 日（木）会場都合の為パルフェ
7 月 27 日（木）特別休会
3.

津南ロータリークラブ：7 月よりビジターフィ
￥3,000（変更前

会⻑挨拶

￥2.800）に変更になりま

す。

川岸光男会⻑

4. 2016－17 年度ガバナー事務所閉鎖のお知ら

本日より会⻑に就任致しました．会員の皆様のご
指導をよろしくお願いいたします．少しでも⻄ロ

せ

ータリー発展の為、頑張りたいと考えております．

2017 年 6 月末日をもって閉鎖し、引き続き直

前会⻑

前ガバナー事務所として残務整理のため継続

世古口様には、素晴らしい会運営を戴き、

されます。

私も多いに⾒習う所もあります．世古口会⻑ご苦

5. ガバナーエレクト事務所開設のご案内

労様でした．
本日は夏場所の前に追手風親方をはじめ、多くの

〒502-0817

⼒⼠の皆様に参加いただいております．名古屋場

５－２岐⾩都ホテル３階

所への大活躍期待致したく思います．親方が市役

電話番号：０５８-２１０-２６３０

所へ来られ、部屋を白子におきたいと要望されま

ＦＡＸ：０５８-２１０-２６３１

した．白子から名古屋場所には時間がかかるが、

Ｅ－mail：1819@rid2630.org
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岐⾩県岐⾩市⻑良福光２６９
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執務時間：10：00 〜

15：00

12.

（土・日・祝日休務）

おいて開催致します。関係者はご参集くださ

6. 2017-2018 年度地区大会事務所のご案内
〒518-0873

三重県伊賀市上野丸之内 57-4

センタービル

3Ｆ

本日例会終了後、ＩＭ実⾏委員会を事務局に
い。

13.

受贈誌：2017-2018 年度活動計画書拝受
（鈴⿅・鈴⿅シティＲＣ）

電話番号：0595-41-2631

出前講座実施マニュアル（ＤＶＤ）

ＦＡＸ：0595-41-2632

第 39 回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会記録誌

E-mail：1718taikai@rid2630.org
執務時間

10：00〜15：00
（土・日・祝日休務）

2017-2018 年度上半期会費納⼊について

7.

⾦額：￥131,100
通常会費（2017 年 7 月－12 月） ￥120,000

本日の⾏事

ロータリー財団寄付（＄100）￥11,100
振込先銀⾏：百五銀⾏
（普通）

平田町駅前支店

① 次期会⻑幹事の引継ぎ

バッジ贈呈・花束贈呈

②2017-18 年度地区役職者

206775

委嘱状の授与

口座名：鈴⿅⻄ロータリークラブ

鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐

振込期間：2017 年 7 月 1 日〜7 月 15 日

地区ＲＡ小委員会委員

8. 2017-2018 年度会員必携を配布いたしました。

河田勝正会員

田中通会員

地区⻘少年奉仕部門⻘少年育成小委員会委員

20１7 年 7 月のロータリーレートは, １ドル＝

地区職業奉仕部門委員会委員

小林

111 円（変更前 110 円）とガバナー事務所より

③⽶⼭奨学⾦の贈呈・・・張

丹丹様

9.

沖俊成会員

充会員

レート変更の連絡がありましたのでお知らせ致
します。
10.

来る 7 月 25 日（火）は河田ガバナー補佐訪
問です。例会終了後には引き続いてクラブ協
議会がありますので、理事・役員・委員⻑は
ご出席ください。なお、委員⻑が都合悪い場
合は必ず代理をお願いします。

委員会報告

資料を関係者に配布してございますので、ご

1. ロータリーの友 7 月号紹介・・・川⼾広樹広報委員⻑

確認ください。
11.

2. ゴルフ部からの報告・・・森豊ゴルフ部会⻑

7 月 18 日（火）例会後、前年度（2016-17 年

3. ロータリーシール配布について・・・

度）の理事・役員会を開催いたしますのでご

小林

予定ください。内容は、2016-2017 年度収支

充職業奉仕委員⻑

4. 親睦・家族例会（7/11）旅程について・・・

決算報告についてです。

沖
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俊成親睦・家族委員⻑
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出席報告

藤田

充

を祝って．追手風部屋、大翔鶴関、大翔若関と来

出席委員⻑

正会員 42 名中 27 名出席．出席率:75.00%

席のゲストの皆さんを歓迎して．

先週の補正出席率:80.00%

若林忠義：川岸新会⻑さん、よろしくお願いいた

先々週の補正出席率:71.42%

します．追手風部屋の⼒⼠の皆様の好成績をお祈

ニコニコボックス報告

りいたします．

沖俊成親睦・家族委員⻑

本日のプログラム:

多額※
※鈴⿅・⻲⼭グループガバナー補佐

河田勝正：

「相撲甚句」

川岸会⻑、柴田幹事年度の前途を祝して！
※川岸光男会⻑：追手風親方、大翔鶴、大翔若さ
んようこそ．一二三

明様、出席ありがとう．

※柴田友美幹事：新年度です．よろしくお願いし
ます．
※大泉源之：川岸年度のスタートをお祝いし期待
します．追手風親方（部屋）の一⾏の出席を歓迎
します．
※世古口弘子：追手風の皆様、ようこそお越し下
さいました．
服部高宣：一年間何とか済ませる事が出来ました。
これも皆様のご協⼒の賜物と感謝しております．
ありがとうございます．
岸本春雄、桃井⼒⽣：新年度を祝して！
⾐斐信⾏：新しい出発おめでとうございます．
野間芳実：川岸・柴田丸の船出を祝して．追手風
部屋の⼒⼠の皆様を歓迎して．
岩崎

透：川岸・柴田年度の発展また、追手風部

の皆様大歓迎です．
森

豊：親方、一二三さん、ようこそ．会⻑・幹

事、今年度一年よろしくお願いします．
藤田

充：追手風の皆様をお迎えして．川岸・柴

田年度のスタートをお祝いします．
沖

俊成：川岸・柴田年度のスタートを御祝いし

ます．追手風部屋の皆様、一二三様、張

丹丹様、

歓迎します．
⼩林

充：川岸会⻑、柴田幹事の新年度スタート
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