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本日欠席者

我等の生業

幹事報告 杉本信一幹事

皆さん、こんにちは。金沢様、ようこそお越
し下さいました。
7 月 11 日開催されました会長幹事会について
ですが、本日金沢ガバナー補佐がいらっしゃい
ますので、重要なポイントはお話しいただける
と思います。簡単な説明のみとさせていただき
ますので、金沢ガバナー補佐よろしくお願い致
します。
① 公式訪問と AG2 週間前訪問(スクリーンの
準備、自己紹介ビデオ 4 分位、ガバナーと
AG の会場での打合せはありません）
② 地区大会について(当クラブより具さん、松
本さんの名簿提出済みです。南クラブ様より
直接連絡が行きますのでお願い致します)
③ 会員増強の報告書・地区委員からの卓話
(退会予定者の欄に記入不要、提出 15 日
30 日の 2 回）(卓話希望があればぜひ依頼を)
④ 2018‐2019 青少年交換学生・ロータリー奨
学生募集(締め切り期日等の説明)
⑤ 今年度・交換留学生のホストファミリー(以
前各クラブに依頼、調整中)
⑥ 2017‐2018 米山・R 財団寄付実績説明
⑦ その他（8/29 日地区大会の晩餐会と同じメ
ニュー試食会）各クラブ 1 名位参加可。
(九州豪雨の義援金のお願い、1 人 1,000 円以
上でお願い)7/31 までに
以上で会長挨拶とさせていただきます。なお例
会終了後、臨時の理事会を行いますので、よろ
しくお願い致します。ありがとうございました。

【出席報告者

幹
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長
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金沢邦光ガバナー補佐の話
今年度初の公式訪問 2 週間前訪問になりま
す。8 月 3 日に公式訪問には宇都宮北 RC の鈴
木 RI 会長代理が菅原 PG と一緒にいらっしゃい
ます。
当日のスケジュールですが、今回はこちらで
のガバナーと私の打合せはありませんので、11
時 30 分より会長・幹事さんとの打合せ、その後
12 時より地区役員・地区委員さんとの打合せに
なります。
12 時 30 分より 13 時 30 分まで通常の例会と
いう中でガバナーの卓話が行われ、13 時 30 分
より 14 時 30 分までがフォーラムという形にな
ります。

スマイル委員会

山﨑和彦委員長

フォーラムの内容ですが、今年度はガバナーが
増強に力を入れたいということで、皆さんの増強
に対する考えと、クラブの 5 年後、10 年後のイ
メージについて意見交換をしたいということで
す。また今年度の補助金事業や、クラブで行なっ
ている様々な活動について PR をして頂きたいと
思います。
また、ガバナーへの質問ですが、今年度から例
会数が月 3 回となったということで、他のクラブ
がどのようにフレキシブルな形でやっているか
など聞くのであれば、事前に連絡を頂ければと思
います。
活動計画書を見させて頂きましたが、予算を随
分下げて年会費が減額されています。これだけ削
減できるものなのだと感心しました。
私も通常の例会だけでなく、できれば各クラ
ブの色々なプロジェクトに顔を出し、一緒に汗
を流して交流をしたいと思っておりますので
そういう情報も頂けるようお願い致します。

『ス マ イ ル 報 告 山﨑和彦委員長』
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会 水野
茂委員長
相模原中
RC
金沢邦光 様
今年度初の 2 週間前訪問です。宜しくお願いします。8/3 の公式訪問はエライ方がいらっ
しゃいます。キンチョーですね(笑)
相模原南 RC
中村辰雄 様
前年度、八木会長、高橋幹事に大変お世話になりましたのでそのお礼と、杉本さん、具
さんからモンゴルのお土産を戴きましたので、そのお礼にまいりました。森田年度が大
盛会でありますことを、至心よりお祈り致しております。頑張ってください。
津久井中央 RC
森田正紀会員
金沢様、公式訪問が始まりますね。お体に気をつけてガンバッテください。中村様いつ
もありがとうございます。今後もお待ちしておりますので宜しくお願いします。
杉本信一会員
金沢ガバナー補佐、中村様、松本さんようこそ。今日もよい一日になりますように。
井上 旭会員
金沢ガバナー補佐、南ロータリーの中村さん、暑い中ようこそお越し下さいました。
冬からづーっと雨が少なく、18 日一時雨が降っただけで梅雨が明けてしまいました。
暑い日が続くようなので健康には注意して日々過ごしましょう
佐藤祐一郎会員 金沢ガバナー補佐、本日は暑い中ありがとうございます。何やらすごいお土産、感謝申
し上げます。中村さん、いつもありがとうございます。
高橋幸一会員
金沢ガバナー補佐、中村さん、ようこそお越し下さいました。吉野さん、森田さん、小
山さん、お土産ありがとうございます。高校野球の季節です。母校は負けてしまいまし
たが、選手、監督、保護者に知り合いがたくさんいますので、応援したいと思います。
松本夏樹会員
金沢ガバナー補佐、貴重なお話ありがとうございました。今日もお弁当おおいしかった
です。ありがとうございました。
八木 勉会員
金沢ガバナー補佐、中村さん、ようこそお越し下さいました。あつい!! …。
小山里枝会員
金沢ガバナー補佐、今日も元気にありがとうございます。中村様、今日もすばらしい写
真をありがとうございます。サプライズは何？かと楽しみにしておりましたが、どうに
かなるんですよねっ…って、他人事ではありませんね。皆で協力して、8 月 3 日良い例
会にしたいです。吉野さん、森田会長、おみやげありがとうございました。
吉野賢治会員
連日暑い日が続いてますが体調に気をつけて下さい。ガバナー補佐、中村さんようこそ！
前沢弘之会員
金沢ガバナー補佐、本日はありがとうございました。中村さん、頑張って下さい。
沼崎さん、井上さん、先日は女子大生との懇談会にご参加いただき、ありがとうござい
ました。
田畑和久会員
金沢ガバナー補佐、ようこそ、熊や猪注意のまちへ。中村様、ニューヨークの写真あり
がとうございます。私も旅をして暮らせるように早くなりたいなあと思っています。
水野 茂会員
松本さん、久しぶりです。元気そうなのでスマイルします。
小川洋一会員
金沢さん、中村さん、ようこそ津久井中央へ。１年間宜しくお願い致します。
山﨑和彦会員
金沢ガバナー補佐、中村さんようこそ。梅雨が明けました。これから暑い日が続くと思
われますが、体に気をつけて、この夏をのりきりましょう。
つけて

