
12月8日に交通事故撲滅大作戦がありまたが、

寒い中、大和自動車学校の職員の皆様他、多くの

団体のご協力で、大勢の方が来場されました。来

年は地区の補助金を申請し、より一層充実した行

事になると思います。

先日のクリスマス家族例会では、多くのご家族、

会員の方にご出席頂き、華やかな例会となりました。

ありがとうございました。

【米山功労者】

第3回マルチプル 山崎 賢二 君

①地区より、ポール・ハリス・ソサイエティ入会のご

案内が届いております。

②地区よりクラブの職業奉仕の取組に対するご案

内が届いております。

③1月のRレートは＄1＝102円です。

奉仕プロジェクト委員会 橋本 日吉 委員長

①12/8(日)3RC合同交通安全教室には、朝早くか

ら多くのご出席とご協力有難うございました。

参加者役1,600名と聞いております。交通安全の

啓蒙交通遺児やRCポリオワクチンへの募金活動

など社会的貢献やRCの認知度向上に大変役だっ

たと思います。又他団体のご協力にお礼申し上

げたいと思います。

②12/19(土) 第1回いのちコミニュケーションずの

協賛した関係で、岸会長・中島幹事・橋本で参

加してまいりました。青少年・高大学生が対象で

したが、いのち~生まれる~生きるをもっと真剣に

考えさせる事の大切さを気付かさせる時間でし

た。皆様に資料を回覧いたしますのでご覧くださ

い。

お祝いの方々

親睦活動委員会 石川 健次 委員長
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【 本日のプログラム 】 1月9日 挨拶 「年頭にあたり」 岸 幸博 会長
【 次回予告 】 1月17日 「4クラブ合同例会 賀詞交歓会」 場所 ホテルセンチュリー相模大野

【 第1697例会 】 平成25年12月26日（木） 【 司会SAA 】 入江 公敏 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 石川 健次 君
【 ゲスト 】 佐々木 和夫 様、松川 清 様（大和RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

42名 32名 84.21% 86.11% 8名 橋本(吉)、池澤、野口、富澤、辻、梅野

会長の時間 岸 幸博 会長

1702号

幹事報告 中島 康次郎 幹事

佐々木AGご挨拶 松川会長ご挨拶

委 員 会 報 告



会員誕生日 引田 俊一 君 1月1日

松崎 正実 君 1月4日

配偶者誕生日 辻 明美 夫人 12月30日

石川 早百合 夫人 1月1日

結婚記念日 梅野 房子 君 1月7日

創業記念日 中西 功 君 1月1日

入会記念日 藤田 方巳 君 1月1日

山崎 賢二 君 1月6日

鈴木 洋子 君 1月8日

所属 国際ロ－タリ－ 第２７８０地区第６グループ

１ クラブ数 63クラブ

１ 国際ロ－タリ－会長 ロンD・バートン

第２７８０地区ガバナ－ 相澤 光春

第６グループガバナー補佐 佐々木 和夫

１ 会 員 数 年初 42名 現在 42名

入会 0名 退会 0名

１ 出席率 86.02％

１ ゲストビジタ－数 95名

１ 例会 通常 20回 夜間 2回

家族会 2回 取り止め 1回

１ スマイルボックス 目標額 １,５００,０００円

達成額 ７月～12月 ７７５，０００円

達成率 ５１．６７％

１ ロ－タリ－財団

目標額 ８，４００ドル（１人あたり＄200）

達成額 ７月～12月 ４，７５３.３３ドル

達成率 ５６．５９％

１ 米山記念奨学金

目標額 ８４０，０００ 円（一人あたり２０，０００円）

達成額 ７月～12月 ５２５，０００円

達成率 ６２．５０％

２０１３年１２月２５日現在

「半期を終えて」

詳しい内容は下記よりダウンロード下さい。

http://sdrv.ms/1dRDTTw
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佐々木 和夫 様（大和RC）

皆様にはIMの件でいろいろお世話になっております。
本日は、年末のご挨拶に参りました。来年も宜しくお
願い致します。
松川 清 様（大和RC）

過日の交通事故撲滅大作戦行事にはお世話にな
りました。御礼申し上げます。14年度1月17日には、
近隣4クラブ新年合同例会、2月9日には貴大和中RC
さんをホストとしての、2780地区INTERCITY MEETING
が開催されます。大和クラブとしも集中した体制で参
加致します。心からご成功をお祈り致します。
岸 幸博 会長、中島 康次郎 幹事

皆様のお蔭を持ちまして何とか半期がすみました。
ありがとうございます。今後とも、ご指導宜しくお願
い申し上げます。佐々木AG、松川大和RC会長、よう
こそお出で頂きました。
横澤 創 君、橋本 日吉 君、高橋 清 君

大和クラブ松川会長、ようこそお出かけ下さいまし
た。佐々木ガバナー補佐、ようこそお出かけ下さいま
した。IMの成功に向けて、ラストスパートですネ。
郡司 守 君

①先日の家族会で傘寿のお祝いに花束を頂き、妻と
もどもありがとうございました。欲張りに次の米寿
のお祝いを又、頂ける様頑張ります。宜しく

②入会記念日のお祝い、欠席しており、今日になりま

した。再入会してからも25年が経ちました。これか
らも続けて行く所存です。応援宜しく。

鈴木 洋子 君

しばらくお休みします。大きな意味での職業奉仕と
なります。初孫の面倒をします。見られる方かも知れ
ませんが…。
藤田 方巳 君

①知り合いの会社が元旦のニューイヤー駅伝に出ま
す。お時間がありましたから、見て下さい。会社の名
前はセキノ興産です。35位を予想しています。

②入会記念日のお祝いありがとうございます！
松崎 正実 君

誕生日のお祝い、ありがとうございます。64歳にな
ります。
石川 健次 君

妻の誕生日のお祝い、ありがとうございます。我が
家では、もうこの話題に触れるのはタブーになりつつ
あります。
山崎 賢二 君

入会記念日のお祝いをありがとうございます。
親睦活動委員会

先日のクリスマス家族例会には、冷たい雨の中、た
くさんの会員、ご家族にご参加頂き、盛り上げて頂き
ありがとうございました。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \32,000 累計 \555,000

第５回クラブ協議会

半 期 報 告


