
■本日は、大和ＲＣから花岡 正会長・中村 守

幹事、大和田園ＲＣから古木哲夫会長・宇多

勇幹事がお揃いで表敬訪問にお見えです。

ご挨拶をお願いします。

①花岡 正：大和ＲＣ会長

「本日は中村幹事と

表敬訪問にまいりま

した。大和ＲＣは来年

3月に創立50周年記念式典を挙行しますが、

ご協力よろしくお願いします」

②古木哲夫：大和田園ＲＣ会長

「本日は宇多幹事と

同行で表敬訪問にま

いりました。一年間よろ

しくお願いします」

■本日は、ガバナー公式訪問に備えての事前

訪問ということで、私ども大和

中ＲＣが所属する第2780地区

第6グループの菊地孝夫ガバナー

補佐をお迎えしました。

◆ガバナーの公式訪問の目的は

①余人を交えず会長、幹事、そして会長エレク

トとクラブの諸問題について隔意のない懇談

と指導を行う。

②例会で全会員に対して感銘深い挨拶を行

い、ロータリー活動を励ますこと。

③クラブ協議会メンバーとクラブ運営・活動の

推進について協議し助言を与える。

■本日配布の次週ガバナー公式訪問のスケ

ジュールについて説明します。

①10：30～会長・幹事・副会長・会長E・副幹
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事。R財団委員長と懇談し、クラブの運営など

に助言を頂きます。

②11：00～地区出向者も加えて、懇談予定。

③12：30～通常例会

④13：00～ガバナーの卓話予定。

⑤終了後（クラブ協議会）、クラブ委員長や会

員との懇談会。

■ 公式訪問ではガバナーへの直接質問があ

れば（3件～5件程度）内容・趣旨を事前に幹

事までお知らせください。質問希望者が少な

いようでしたらこちらから指名させて頂きます。

■ ガバナー公式訪問が行われる次週例会に

は，全員出席でガバナーをお迎えしたいと思っ

ています。

１．ガバナー公式訪問について再度お伝えしま

す。ガバナー公式訪問は7/21ですが、ガバナー

にあわせてクールビズ（＝ノーネクタイ）でお願

いします。

未だ森ガバナーへの質問が提出されていま

せんので、本日菊地孝夫ガバナー補佐がガバ

ナー公式訪問にそなえて持ち帰り調整したい

とのことです。積極的に宜しくお願いします。

２．本日の夜、第６グループの初めての会長幹

事会が海老名欅ＲＣのホストで、オークラ フロ

ンティアホテル海老名で開催される予定です。

例年ですと一人1万円の予算でやっていたよ

うですが、今年度は座間中央ＲＣが消滅して9

クラブになったため、各クラブの負担を抑える

ために、通常月は一人8,000円を基本にする

そうです。

３．例会終了後、理事役員会をこの会場で開

催します。理事役員の方はお残りください。

４．直前会長・幹事ご苦労さん会を次週7月2

1日（木）18時30分より北京飯店で開催予定

です。お忙しいと思いますが、ご出席をお願い

します。

５．上半期会費137,000円の納入をお願いし

ます。

6．米山記念奨学会より“ハイライトよねやま”

が届きましたので回覧いたします。

米山奨学委員会 番桂柳副委員長

10/13の米山月間にはＧＳＥ参加者の卓話

を予定しています

クラブ会報委員会 松崎正実委員長

各委員会の報告等の原稿は、各テーブルに

あります。スマイル用紙と同じ場所に「委員会

報告及びその他発表」の用紙に記入の上、会

報委員に渡して下さい。先週も申し上げました

通り原稿のない報告は会報に掲載いたしませ

んので、そのおつもりで宜しくお願い致します。

お祝いの方々

橋本日吉幹事にマルチプルポー

ルハリスフェローのバッジが届きまし

た。

石川 健次会長

■ 菊地ガバナー補佐は、

海老名欅ＲＣ会員で、後

2



藤ガバナー年度では青少年交換の委員長を

努められました。職業分類は損害保険。役職

は㈱ミルボード取締役をされています。 これよ

り、次週7/21の森ガバナーの公式訪問の事前

協議をして頂きます。

「ガバナー公式訪問にそなえて」

第6グループガバナー補佐 菊地孝夫

公式訪問についての説明。災害復興基金

100＄別途拠出の件。

懇談会（クラブ

協議会）におい

て、ガバナーへの質

問予定者（＝辻，阿萬，中島，小栁，舘盛）

2011－2012年度 RIテーマ

Reach Within to Embrace Humanity

こころの中を見つめよう

博愛を広げるために

カルヤン・バネルジーRI会長

2011－2012年度 第2780地区運営方針

第2780地区ガバナー 森 洋

１．ＲＩ会長テーマおよび強調事項の推進

２．ＲＩ長期計画の推進

３．クラブ研修リーダーおよびクラブ研修委員

会の設置

４．地区財政基盤の確立

５．第2780地区のネットワークとブランド力の

確立

６．会員増強、維持の1クラブ 目標3人純増

７．Ｒ財団への寄付増進一人当たり180ドル以

上、災害復興基金100ドル、2013から14年に

向けて未来の夢計画の啓蒙活動

８．米山奨学会への寄付増進一人当たり20,0

00円以上の目標

９．地区組織の効率化

10. クラブと地区との融和

11．地区幹事と副幹事の役割と責務

12．Ｇ補佐の役割と責務（ＤＬＰの更なる進化）

13. 地区長期計画の推進

14. 地区協議会、地区大会の有り様

15．東日本大震災復興へのマッチンググラン

トを含む支援と取り組み

16．公益財団法人ロータリー日本財団の認定

と税制上の優遇措置による財団寄付の増進

■カルヤン・バネルジーRI会長と森 洋ガバナー

の所信についてはガバナー月信をご覧くださ

い。
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菊地 孝夫ガバナー補佐（海老名欅RC）

本日はガバナー公式訪問前の訪問にお

伺いさせて頂きました。宜しくお願いいたし

ます。

花岡 正会長、中村 守幹事 （大和RC）

表敬訪問に参りました。先日11日は会長・

幹事様ありがとうございました。本日は宜し

くお願いします。

古木哲夫会長、宇多勇幹事（大和田園RC）

表敬訪問に来ました。今年度も宜しくお

願い致します。

古谷田 紀夫 君 （大和田園RC）

日頃よりメイキャップと言うと、大和中RC

にお世話に成っております。これから、交換

留学生マキシム君の富士山登山に付き合い

ます。明日の田園RCの定例会欠席に成りま

す。宜しくお願いします。

石川 健次会長、橋本 日吉幹事

菊地孝夫ガバナー補佐、本日は宜しくお

願い申し上げます。次週ガバナー公式訪問

に備えてクラブ協議会御指導お願い致しま

す。

後藤 定毅 君

①菊地ガバナー補佐ようこそ！ 公式訪問前

の協議会よろしくご指導ください。

②大和の花岡、中村新会長幹事、大和田園

の古木、宇多新会長幹事、一年間ご指導を

お願い致します。楽しんでお務めください。

舘盛 道明 君

菊地孝夫ガバナー補佐、本日はご苦労様

です。年度始めの時です。ご健康に気をつけ

て下さい。

番 桂柳 君

石川会長、橋本幹事一年間健康に留意し

て御活躍下さい。私は石川会長にはロータリー

では大変な借りがあり、余りにも大きなもの

で返せそうにもありません。

古郡 清 君、梅田 秀雄 君、鈴木 洋子 君

菊地ガバナー補佐、一年間宜しくお願い

致します。

高橋 政勝 君

菊地ガバナー補佐ようこそお出を頂きま

した。今年度は宜しくお願いします。

郡司 守 君

今日は、右足小指の外側をケガして靴が

履けずにサンダル履きです。なでしこジャパ

ンの決勝進出に免じてお許し下さい。決勝

戦なでしこジャパン頑張！！

藤塚 勝明 君

真夏日の暑い天候の中、菊地ガバナー補

佐には御来訪をいただき、誠に有難うござ

います。一年間の御指導を宜しくお願い致

します。

辻 彰彦 君

昨日、高校野球予選の子ども達に石川会

長のご尽力により、冷たい飲み物を差入れ

ることができました。ありがとうございました。

藤田 重成 君

後藤さん、一年間ガバナー職御苦労さん

でした。

中西 功 君、上田 利久 君

菊地ガバナー補佐ようこそお出掛け下さ

いました。暑い分我々大和中RCの連中は燃

えますので宜しくお願い致します。

橋本 日吉幹事

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー・ピン

ありがとうございます。“世界理解と平和を

推進”の為微力ながらプログラムを支援致

します。

山崎 賢二 君

菊地ガバナー補佐、お暑い中わざわざ有

難うございます。本日は宜しく御指導下さ

い。

横澤 創 君

菊地孝夫ガバナー補佐、一年間宜しくお

願い致します。大和RC花岡会長・中村幹事、

大和田園古木会長・宇多幹事、ようこそい

らっしゃいました。

スマイルボックス 横澤 創委員長 本日\32,000 累計\82,000


