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WEEKLY BULLETIN No.11
９月 日は隈本源太郎会員の卓
話でした。
11

会長：鈴木誠二郎／副会長：池田美恵子・三上己紀／幹事：戸張雅
仁／副幹事：岡野正道／直前会長：関根 貢／クラブ会計：堀内
章／ S.A.A.：山口健次郎／会長エレクト：三上己紀
例会日 毎週水曜日 12：30 〜 13：30（第 2・4・5 水曜日 19：00 〜）
例会場 葉山マリーナー内  葉山町堀内 50-2 TEL 046(876)1727
事務局

葉山町商工会内（水曜日、木曜日 10：00 〜 15：00 open）
〒 240-0112 葉山町堀内 1883-3 TEL 046(875)2810

9 月 25 日（水）19：00 〜
卓話：奥山源一朗会員

エメラルドルーム

10 月 2 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
卓話予定
理事会（11：30 〜 ）
10 月 9 日（水）19：00 〜
卓話予定

10 月 16 日（水）12：30 〜
卓話予定

エメラルドルーム

エメラルドルーム

先週の報告 ： 鈴木誠二郎 会長
みなさんこんばんは。今日は隈本会員の卓話
です。後ほど楽しみにしております。

今日は前回に続き、9 月の特別月間の話しで
すが、
「識字率の向上と基本的教育」の他にロー
タリーの友月間としています。これは日本独自

の特別月間で、
「会員の義務でもある雑誌の講
読や記事紹介を会員に強調する月間」とされて
います。みなさんご存知かも知れませんが、
ロー
タリーの友を読む事はロータリー 3 大義務の一
つとされています。
雑誌の講読がなぜ、義務とされているのか。
それは RI の公式雑誌「The Rotarian」の中か
ら RI の指定したいくつかの記事を掲載してお
り、それを世界の全てのロータリアンが共通し
て読む事で「全てのロータリアンが共通認識を
持つこと」とされています。ですので、
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ロータリーは 世界をつなぐ
ROTARY CONNECTS THE WORLD
四つのテスト

１. 真実か どうか

２. みんなに公平か
３. 好意と友情を深めるか
４. みんなのためになるかどうか

ROTARY CLUB OF HAYAMA

第 2780 地 区 2019 年 〜 2020 年 度

第 1810 回例会 2019. 9.18
９月 18 日（水）12：30 〜 国際村センター
杉岡芳樹ガバナー公式訪問
１. 開会点鐘（12：30）

２. ロータリーソング（それでこそロータリー）
３. 来賓紹介
４. 会長挨拶（会務報告）
５. 幹事報告
６. 委員会報告

７. お食事
８. 出席報告
９. ニコニコ BOX

10. 卓話：杉岡芳樹ガバナー
11. 閉会点鐘（13：30）
指定記事」というマークのついた記事には少な
くとも目を通すようにお願いします。しかもこ
れは、みなさんの会費から支払われており 1 部
210 円しますので、読まないとお金を捨ててい
るようなものです。
このロータリーの友も発行部数が、多い時で
14 万部だったのが、現在は 9 万部程度だそう
です。なかなか広告収入も入らず、赤字のよう
で値上げがあるかもしれないそうです。是非み

なさんの会社で儲かって仕方ない。という事で
あれば、ロータリーへの貢献にもなり、経費に

もなりますので広告を出してみては如何でしょ
うか。
幹事報告：戸張雅仁幹事（９月 11 日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇職業奉仕卓話依頼希望について案内が来てい

９月は基本的教育と識字率向上月間です。

ます。
【到着刊行物】
【他クラブ案内】

【その他案内】
【今後の予定】
9 月 25 日（水）19：00 〜
卓話：奥山源一朗会員
10 月 2 日（水）12：30 〜

エメラルドルーム
エメラルドルーム

卓話予定
理事会（11：30 〜 ）
10 月 9 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
卓話予定
10 月 16 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
卓話予定

10 月 20 日（日） 地区大会
相模女子大学グリーンホール：ホスト相模原
ロータリークラブ
10 月 23 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
卓話予定
10 月 30 日（水）19：00 〜 エメラルドルーム
卓話予定

11 月 6 日（水）12：30 〜 エメラルドルーム
卓話予定
理事会（11：30 〜 ）

ニコニコＢＯＸ・あれこれ

（◎は大ニコニコです）
★よろしくお願いします。
◎◎大森順方（東京北ロータリークラブ）
★隈本さん楽しみにしています。 ◎鈴木誠二郎
★隈本会員、卓話楽しみです。
◎戸張雅仁
★よろしくお願いします。
岡野正道
★宜しくお願いします。
奥山源一朗
★台風は大丈夫だったでしょうか。 ◎小田利通
★隈本会員の卓話楽しみに！。
金子英生
★台風 15 号、猛烈でした。
鈴木知一
★台風大変でした。電車が止まって、遅刻した

ときは、減給できるかという質問がきました。
答えは個人的に聞いてください。 関根 貢

★台風 15 号大丈夫でしたか？
土佐洋子
★隈本会員の卓話を期待して。
堀内 章
★皆様、台風は大丈夫でしたか・・。被害に遭

われた方がいらっしゃらないことを願って。		
三上己紀
★隈本会員、卓話よろしくお願い致します。
原 和子

★卓話させて頂きます。よろしくお願いします。
隈本源太郎
●ゲスト 大森順方会員（東京北ＲＣ）
●メイクアップ
岡野正道会員：横須賀ＲＣ (8/30)
●会員出席率報告（９月 11 日）第 1809 回
会員総数
26 人
出席者数
15 人
出席率
57.69％

Ｘ

ニコニコＢＯ
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本日の合計
￥19,500累計 ￥164,500-

Page - ２ 10 月は米山月間 経済と地域社会の発展月間です。

