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第１５０２回例会

会員増強については、会員の選
定や職業分類など、規定に基づい
ロータリーソング「手に手つないで」 てやっていきたいと思います。
また、会員の動きがもっとよく
四つのテスト唱和 志賀口裕輔さん
わかるような仕組みも考えて行き
ビジター
たいと思っています。
司 会：妻鹿政光 会場監督補佐
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長

浜松ハーモニーRC
会長
新井 康久様
幹事
山内 慶太様
地区大会実行委員長
加茂 福史様
同 副実行委員長
小桐 正彦様

幹事報告

週報 NO. ３

開催します。皆様のご指導のもと、
奉仕と親睦で繋がりを築いていけ
ますよう、決意と熱意をもって運
営に当たる所存です。ご協力をお
願い致します。
☆加茂福史 実行委員長
私と小桐副実行委員長はチャー
ターメンバーです。20 年前の皆様
の子どもが、20 年経って実家にお
願いに来ました。地区大会へのご
協力、宜しくお願いします。

会長挨拶

23・24 日にメンバー9 人ご家族
1 名の計 10 名で京都へ訪問してき
ました。昼間 4 人はゴルフをし、
終わるころには土砂降りになって
しまいました。
夜の祇園祭の例会には香港、台
湾の姉妹クラブはじめ複数のクラ
ブの方と懇親を深めてきました。
今日はクラブ協議会です。皆さ
んの今年に対する心意気を語って
戴きたいと思います。
今 年 度 安 間 ガ バ ナ ー は My
Rotary の登録に力を入れています
ので、当クラブでも渥美聡一郎さ
んや川合委員長の協力のもと、全
力で取り組む所存です。

・配付資料 1500 回例会記念写真
・第 1 回理事会報告
新しい出席システム導入予定
10 月米山梅吉記念館訪問
メーキャップ期間は従来通り
石垣さん、河村さん出席免除
・例会出欠の返事をお願いします。
お返事がない場合は同じ食事が用
意できないこともあります。

会員誕生日祝い
後藤
河村
川井
内山

文彦さん
基夫さん
啓介さん
義之さん

7月 6日
7 月 12 日
7 月 20 日
7 月 31 日

浜松ハーモニーRC
浜松ハーモニーRC 会長ご挨拶
会長ご挨拶
☆新井康久会長

今年度、当クラブは安間ガバナ
ー在籍クラブとして地区の運営に
携わってきています。浜松中 RC
の皆様には地区へのご支援有難う
ございます。11 月には地区大会を

事務局員
誕生日
7 月 16 日

スマイル
♪眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
浜松ハーモニーRC の皆さん、よ
うこそ。地区大会の段取り大変で
すが、頑張ってやり抜いてくださ
い。

また、親睦を通じて活気を取り戻
したいので外部例会も増やします。
出席はソフトを導入し、委員会だけ
でなく輪番にしていく予定です。
会員増強は皆さん他人事と思わ
ずにご協力をお願いします。さら
に、35 周年に向けての準備を始め
る年にしたいと思います。1 年宜し
くお願いします。

☆渥美聡一郎 プログラム委員長
会員卓話を企画しています。会員
の皆様には必ず 1 回は卓話をして
頂きます。また、各委員会は年 1
回の担当例会をお願いします。

寄付金贈呈

♪浜松ハーモニーRC 様
本日は会長、幹事、地区大会実行
委員長、副実行委員長の 4 名にて
表敬訪問させて頂きました。地区
大会に向けてご支援ご協力よろし
くお願い致します。

♪田邉芳彦さん、竹山英夫さん
眞瀬悦邦さん、渥美専治さん
7 月 23 日京都訪問の際、京都中
RC のメンバー4 人と 2 組でゴルフ
を楽しんできました。スコアは内
緒です。

クラブ協議会
進行：渥美専治 幹事
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
☆眞瀬悦邦 会長
創造性かつ柔軟性を大切にして
いきたいと考えています。会員の
ことを互いに良く知るために会員
卓話を企画しています。クラブ戦
略は今年度メンバーを変え、改善
をしていきたいと思います。

☆上村計介 副会長
途中お休みを頂く時もあります
が、1 年間一生懸命勉強していきた
いと思います。

☆竹山英夫 副会長
皆で仲良く 1 年過ごすために、例
会以外にも懇親の機会を持ちたい
と思います。また、色々な所でロー
タリーを知って戴く機会を持つこ
とを考えています。

☆峰野好正 会場監督
今年は食事に重点を置き、余りが
出ないように調整しますので、必ず
出欠確認をお願いします。お祝いは
会員の誕生日のみとします。

☆岩田直也 出席委員長
出席がＩＴ化されるということ
で有りがたいです。担当例会には元
裁判官の方をお願いしています。

☆中村将義 親睦活動委員長
夏の家族会、クリスマス家族会の
ほか、月見、節分、花見など予算を
頂きましたので、皆さんご参加をお
願致します。

☆川井啓介 会員増強委員長
現在新会員募集中です。ぜひ新会
員のご紹介をお願いします。
入会式は 10 月 4 日を予定してい
ます。この日の後半は第 5 グループ
の女性会員をお招きして、ロータリ
ーの楽しさを語って戴きます。

浜松中ロータリークラブ
例会予定

☆志賀口裕輔 奉仕委員長
今年は奉仕関係の委員会が一つ
にまとまりました。連携して前向
きに活動したいと思っています。

☆川合弘高
公共イメージ向上委員長
ファイヤーサイドと My Rotary
登録に力を入れたいと思います。
次週より My Rotary 用のメールア
ドレスを伺いますのでご協力お願
いします。

8 月 2 日（金）第 1503 回例会
入会式
卓話「浜松を世界の目的地に」

≪山下善彦さんからの提言≫
委員会の活動は、委員長がメン
バーに色々声をかけて相談し、皆
が協力するクラブであってほしい
と思います。先輩会員にもどんど
ん手伝ってもらってください。

㈱ドルフィンキッズプロダクション
代表取締役
秋元健一様

8 月 9 日（金）第 1504 回例会
卓話
浜松市土地政策課 景観広告グループ

グループ長 鈴木様
8 月 16 日（金） 盆休み
8 月 23 日（金）
例会変更による休会
8 月 24 日（土）第 1505 回例会
夏の家族会
cafe&restaurant 連理

≪出席報告≫
出席報告≫
川合弘高 副出席委員長
☆長坂伸二
米山記念奨学・Ｒ財団委員長
10 月 20 日は米山梅吉記念館を
楽しく訪問したいと思いますの
で、ぜひご参加ください。費用は
会から出ます。

会員数
４８名
出席者数
２９名
２９名
出席算定会員数
４２名
４２名
出席率
６９．０５％
６９．０５％
前々回出席者数
４１名
４１名
９１．１１％
％
前々回出席率
９１．１１

京都中ＲＣ祇園祭例会
7 月 23 日（火）

☆中村智次 クラブ戦略委員長
昨年山下さんが切り開いてくれ
た道を、しっかりした道にしてい
きます。

8 月 30 日（金）第 1506 回例会
外部例会
会場：マインシュロス
9 月 6 日（金）第 1507 回例会
会員卓話
9 月 13 日（金）第 1508 回例会
浜松江之島高校
環境ポスター審査会
9 月 20 日（金）
例会変更による休会
9 月 21 日（土）第 1509 回例会
4 クラブ合同奉仕
9 月 27 日（金）第 1510 回例会
My Rotary 登録説明会
10 月 4 日（金）第 1511 回例会
入会式
静岡第 5 ｸﾞﾙｰﾌﾟ女性会員の集い
10 月 11 日（金）第 1512 回例会
観月会
10 月 18 日（金）
例会変更による休会

☆渥美専治 幹事
眞瀬会長のもと、全員参加のク
ラブを目指し努力していきます。

10 月 20 日（日）第 1513 回例会
米山梅吉記念館訪問

