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第 1773 回例会 2018.12. 5
12 月 5日（水）12：30 〜　コーラルルーム
　年次総会	 （理事会	11：30 〜　）
１.		開会点鐘（12：30）　
２.	ロータリーソング（君が代・奉仕の理想）
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. 年次総会
11.	閉会点鐘（13：30）

会長：関根 貢、副会長：池田美恵子・照沼信行・原 和子、幹事：三
上己紀、副幹事：土佐洋子、直前会長：小田利通、クラブ会計：原 和子、
S.A.A.：富田 淳、副 S.A.A.：鈴田茂喜、会長エレクト：鈴木誠二郎
 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

12 月 12 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　上半期三役事業報告
12月 19 日（水）19：00 〜　会員忘年会
　葉山マリーナ 2階：青羅
12月 26 日（水）休会（年末年始のため）
1月 2日（水）休会（年末年始のため）
1月 9日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　上半期委員会事業報告

R O TA RY C L U B O F H AYA M A
第 2780 地 区　2018 年 〜 2019 年 度

 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

インスピレーションになろう
BE THE INSPIRATION

11
月
28
日
は
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れ
あ
い
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で
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た
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先週の報告 ： 関根　貢 会長
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　みなさん、こんにちは。
　冬の足音が強くなってまいりました。
　今回は 12 月に控えた年次総会についてお話
ししたいと思います。12 月 5 日の例会にて、
会員年次総会が開催され、次年度の役員・理事、
次次年度の会長ノミニ―が選出されます。いよ
いよ次年度が始動をはじめます。鈴木誠二郎会
長エレクトにおかれては、いま一番大変な時期
かと思います。昨年の自分を顧みるに、なかな
か役員・理事の人選が進まず苦労をしたことが
思い返されます。1年を経過して、皆さんの活
動への係わりを見て、この組織でよかったと実
感しています。
　下半期はよりクラブ内での交流を深め、クラ
ブフォーラム、クラブ協議会の時間を増やして
いきます。年度内に方向性、クラブ内の認識を

再確認、再構築すべき議案も見えてきました。
「長期戦力計画の位置づけ」、「理事の選任要件」、
「各会員におけるクラブの在籍意義」など、皆
さんの声をきかせていただき、次年度につなげ
てまいりたいと考えます。

幹事報告：三上己紀幹事（11月 28日）
【ガバナー事務所・地区より】
◇ 12 月ロータリーレートのお知らせが来てい
　ます。
【到着刊行物】
【他クラブ案内】
【その他案内】
【今後の予定】
12月 5日（水）12：30 〜　コーラルルーム
　年次総会　	 （理事会：11：30 〜	）
12 月 12 日（水）19：00 〜	エメラルドルーム

Be the inspiration
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●会員出席率報告（11 月 28 日）第 1772 回
 会員総数  25 人
 出席率対象者 24 人
 出席者数  13 人
　  出席率 52％
　  前回修正後の出席率  52％

ニコニコＢＯＸ 本日の合計
  　 ￥15,000-
累計 ￥349,000-

●ゲスト	
　ビジター　　
●メイクアップ

ニコニコＢＯＸ・あれこれ
（◎は大ニコニコです）

★ふれあい例会楽しみにしています。富田　淳
★皆様ふれあい例会です。楽しみましょう！
	 三上己紀
★ふれあい例会を楽しく。奥山さん IMの話を
　よろしく。	 堀内　章
★こんばんは！	 戸張雅仁
★ふれあい例会、よろしくお願いします。スポ
　ごみ頑張りました！！。	 土佐洋子
★宜しくお願いします。	 鈴木誠二郎
★ふれあい例会です。よろしくお願い致します。
	 ◎原　和子
★ 11月 23 日（金）のスポGOMI	in	森戸海岸、
　ロータリーチーム 4位になりました。
	 鈴木知一
★ふれあい例会よろしくお願いします。
	 桑原洋一
★ふれあい例会と IMのお話し楽しみに！。
	 金子英生
★ふれあい例会、楽しみです。	 ◎小田利通
★ふれあい例会楽しみです。	 奥山源一朗
★ふれあい例会、よろしくお願いします。
	 池田美恵子

　三役上半期事業報告　関根会長、各副会長他
12月 19 日（水）19：00 〜　マリーナ 2階「青羅」
　会員忘年会　親睦活動委員会
12月 26 日（水）休会（年末年始により）
1月 2日（水）休会（年末年始により）
1月 9日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　委員会上半期事業報告　（理事会 18：00 〜）
1月 16 日（水）19：00 〜　家族同伴新年会
　シーサイド葉山・レストラン	ラ・プラージュ
1月 23 日（水）12：30 〜　エメラルドルーム
　クラブ協議会「長期戦略計画について」　
1月 30 日（水）19：00 〜　エメラルドルーム
　クラブ協議会「定款と細則について」

　久し振りの「ふれあい例会」でした。池田美
恵子会員から、大量のお稲荷さんと、金子英生
会員からワインなどのお酒を頂きました。


