
本日は最初に北砂明

彦さんの入会式をさせ

て頂きました。公式訪

問例会でガバナーから

バッジをつけて頂いた

ことは、ミスターロータリアンであったお父様と

の ロータリーの縁を感じます。これからの北砂

さんのロータリーライフが充実することを願っ

ています。※カウンセラーは梅田パスト会長。

先週木曜日に、佐々

木直前ＡＧ同席で、第1

回目の第６グループの

会長幹事会が開催さ

れました。

①青少年交換の派遣学生の応募状況が良く

ないので各グループから1名推薦願いたい。

②地区の補助金申請は全てキャンセルされ、

震災復興プロジェクトに限定された。

③Ｒ財団の寄付増進は 年次寄付180＄（201

2年1月以降）、追加で災害復興基金として

100＄の拠出要請。

④地区広報委員会より、2011-12年広報賞、

地区Webサイトサポーター募集等。

⑤会員増強は地区会員数2,700人を目標に、

一クラブ3人以上。

本日はガバナー公式訪問ですが、森ガバナー

は夏場の暑い時期にはクール・ビズでクラブ訪

問をされる方針とお聞きしています。昨年の後

藤ガバナーは、アズキ色のガバナー・ジャケット

が秋冬用とのことで、ネクタイをすると夏場の

公式訪問の際には暑くて大変だとおっしゃっ

ていました。

ロータリーに関するほとんどの基準は「ロータ

リーの定款と細則」の中で規定されていますが、

クール・ビズがロータリアンに相応しい服装か

どうか一応調べてみました。

規定の中には、服装についての記述はまった

く無く、たとえばフィリピンではバロン・タガロ

クと呼ばれる涼しそうな衣装で、ハワイの例会
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【 次回予告 】 8月 4日 卓話 「ノミニー・エレクト・ガバナーの3年間を顧みて」 後藤定毅パストガバナー
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菊地 孝夫 第６グループガバナー補佐 （海老名欅RC）

【ビジター】 佐々木 辰郎 君 （大和田園RC）



はアロハやＴシャツだったと北砂さんに聞いた

ことがあります。国際大会ではRI役員以外は

ジャケットにネクタイ姿はむしろ珍しいほどでし

た。

規定に無い以上、ロータリーでは基本的に、

服装は個人の意思に任せられているのだと考

えられます。ただし、品位を重んじるロータリー

クラブとしては、他人に不快感を与えない服装

を各自で心がける必要があると思います。

①本日はガバナー 公式訪問です。 例会での

森ガバ ナーの卓話終了 後、一旦点鐘しま

すが、引き続 きクラブ協議会を開催します。

できるだけ ご出

席をお願いいた

します。

②直前会長・幹事

のご苦労さん会

を本日18時30分

より北京飯店で開催予定です。ご出席の方

はお忘れないようお願いします。

③RI日本事務局経理室から、2011年8月のロー

タリーレートが、ついに1＄＝80円になるとの

連絡がありました。

④7/25（月）の財団セミナーの資料が届きまし

たので、担当者にお渡しします。セミナーは

討論形式で意見交換をしながら進行される

そうです。

⑤毎週で恐縮ですが、上半期の会費納入を

お願いします。

⑥会員名簿が出来上がりました。本日配布致

します。

⑦クラブ計画書の印刷ミスの修正は次週例

会になります。会員名簿の誤りありましたら、

お知らせください。

⑧8月７日家族例会ですが、奥様、ご家族の

皆様のご参加をお待ちしております。

お祝いの方々 岸 幸博 委員長

会員誕生日 郡司 守 君 ７月２４日

創業記念日 高橋 清 君 ７月17日

入会記念日 高橋 清 君 7月23日

「森洋ガバナーと共に」

2011～2012年度

第2780地区ガバナー 森 洋 様

【 ガバナー公式訪問時のスケジュール 】

① 10:30―11:00 ＤＧ＆ＡＧ打ち合わせ（例

会場・別室）

② 11:00―11:45 会長・幹事・副会長（会長

Ｅ，副幹事，Ｒ財団）との懇談

【 石川・橋本・古郡 ＋ 横澤・入江・小栁】

③ 11:45－12:10 三役と地区出向者（地区

役員・委員）との懇談

【 石川・橋本・古郡 ＋ 横澤・入江・小栁 ＋

後藤・藤塚・古郡・舘盛】

④ 12:30－13:00 例 会

⑤ 13:00－13:30 ガバナー卓話

⑥ 13:30－15:00 クラブ協議会（ガバナーと

各委員長・会員との懇談会）

本日10：30より、私と橋本幹事、横澤会長Ｅ、

入江副幹事、小栁Ｒ財団委員長、地区出向者

として後藤会員、藤塚会員、古郡会員、舘盛

会員同席のもと、今年度の我がクラブの活動

状況、地区の方針などにつきましてご指導頂
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きました。

本日は 、

これよりガ

バナーの卓

話を頂きま

してから 、

例会を一旦閉じさせて頂きます。

その後、直ちに公式訪問のメインであります

クラブ協議会を開催し、ガバナーと会員が直

接お話する機会を頂き、助言やご指導頂く予

定です。

それでは、あらためまして本日の公式訪問

にお越し頂きました国際ロータリー第2780地

区ガバナー 森 洋様のご紹介を、第６グループ

ガバナー補佐、菊地孝夫様にお願いします。

（クラブ協議会質問者）

①舘盛 道明 会員（直前会長）

②小栁 智裕 会員（R財団委員長）

③中島 康次郎 会員（広報・雑誌委員長）

④阿萬 正巳 会員（新会員）

⑤辻 彰彦 会員（新会員）

⑥上田 利久 会員（発展途上国支援と人口

抑制効果・不毛地域の多機能的キャンプ）

本日の内容は下記からダウンロード願います。
第1581回例会

files.me.com/nakajima22/oo49a4.mp3
北砂 明彦 会員 入会式

files.me.com/nakajima22/g14y5s.mp3
同日の第３回クラブ協議会

files.me.com/nakajima22/23vm20.mp3

７月７日例会

files.me.com/nakajima22/edd8sd.mp3
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森 洋 第2780地区ガバナー（横須賀北RC）
公式訪問に伺いました。前年度、後藤直前ガ

バナーには大変お世話になりました。本日は宜し
くお願い致します。
菊地 孝夫 第６Ｇガバナー補佐（海老名欅RC）
本日は初めての公式訪問のお伴になります。

宜しくお願い致します。
佐々木 辰郎 君 （大和田園RC）
大和中RCの皆さんお久しぶりです。昨年は色々

とお世話になりありがとうございました。お陰さ
まで大役を終える事が出来ました。感謝申し上
げます。菊地ガバナー補佐、1年間ご苦労様です。
頑張って下さい。後藤直前ガバナーご苦労様で
した。今後ともご指導お願い申し上げます。森ガ
バナー最初の公式訪問という事でお邪魔致しま
した。1年間お身体に留意されご指導頂けます
様お願い致します。
石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事
森ガバナー、菊地ガバナー補佐ようこそ大和中

RC公式訪問においで頂きありがとうございます。
本日は森ガバナーの1年間の活動方針と大和
中RCの活動方針の共有化の為、1日有意義に
過ごしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
北砂明彦さん入会心よりお喜び申し上げます。

今後共々、ロータリーを楽しみましょう。
後藤 定毅 君
森ガバナーようこそ我がクラブへお出で下さい

ました。楽しくよろしくご指導下さい。
北砂明彦さんガバナー公式訪問時の入会お

めでとうございます。親父さんに負けないでロー
タリーを楽しんで長く続けましょう！
中西 功 君、上田 利久 君
森GN 、本日は悪天候の中お出掛け下さいま

してありがとうございました。ガバナー月信など
を拝読する中でいつもとは違う心地よい緊張感
の中お待ちしておりました。よろしくご指導下さ
い。
伊藤 英夫 君、長野 俊八 君、上田 利久 君
北砂明彦さん、GN公式訪問の記念すべき日

に入会おめでとう。父君トミーロータリアンとして
の素晴らしさを発見することと思っています。
古郡 清 君
森ガバナー雨の中の公式訪問ありがとうござ

います。宜しくお願い致します。
中西 功 君
北砂明彦さん御入会おめでとうございます。

親爺さんの敵を一心に受けると思いますが、頑
張って下さい。

スマイルボックス 横澤 創 委員長 本日\45,000 累計\127,000
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舘盛道明直前会長・鈴木洋子直前幹事お疲れ様会
７月２１日(木)北京飯店にて

直前会長・幹事一年間本当にありがとうござました！！

高橋 政勝 君
森ガバナーようこそお出でをいただきありがと

うございます。今年度よろしくご指導をお願いし
ます。
中島 康次郎 君
森ガバナー、菊地ガバナー補佐本日はご指導

宜しくお願いします。追伸、クールビズでうちわ
をお使い下さい。いよいよ、土日は神奈川大和
阿波踊り始まります。
藤塚 勝明 君
森ガバナー、本日は早々のご訪問ありがとう

ございます。ご活躍に期待申し上げます。
神作 彰 君
森洋ガバナーようこそ。久しぶりですね～。1年

間、体に気をつけて頑張って下さい。
高橋 清 君
北砂さん御入会おめでとうございます。一日

でもクラブに早くとけこんで頑張って下さい。期
待しております。

創立記念日のお祝い頂きありがとうござい
ます。入会記念お祝いありがとうございます。
松崎 正実 君
7月15日に5人目の孫が無事誕生いたしました。

母子共に元気で良かったです。
舘盛 道明 君
森ガバナーようこそおいで下さいました。本年

度ご健康に気をつけて頑張って下さい。
舘盛 道明 君、藤塚 勝明 君、松崎 正実 君
北砂明彦新会員、入会を祝しておめでとうご

ざいます。

飯田豊太君、岸幸博君、横澤創君、鈴木洋子君、
入江公敏君
森ガバナーご苦労様です。１年間ご指導宜しく

お願い致します。
梅田秀雄君、鈴木洋子君、横澤創君、古郡清君
北砂明彦君、入会おめでとうございます。ロー

タリーには卒業がないので、のんびり行きましょ
う。
引田 俊一 君
北砂先輩入会おめでとうございます。JCでは

私が理事長の時のOB会の会長で大変お世話
になりました。今度は私が先輩ですね。宜しくお
願いします。
辻 彰彦 君
森ガバナーようこそお越し下さいました。１年間

第2780地区の為、ご活躍の事宜しくお願い致
します。
佐々木様、１年間第６グループのガバナー補佐

としてご尽力頂き本当にお疲れ様でした。次は
ガバナーですね！！
神作 彰 君 、辻 彰彦 君
北砂会員入会おめでとうございます。やっと

後輩ができました！！
郡司 守 君
誕生日のお祝いありがとうございます。喜寿

の１年が経過して次の傘寿に向け健康に留意し
て頑張ります。皆様の声援期待してます。
北砂 明彦 君
本日は、承認頂き誠にありがとうございました。

森ガバナーよりバッチを２個も頂きました。。


