
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
指名委員会報告 
・52 代会長 築城 忠生君 指名 
・次年度理事役員 
堂前慶之君(会長) 
多田政弘君 ・ 飯田隆三君 ・ 萩原庸嘉君 
外谷正人君(幹事)     指名 

3 月ダンス発表会 
全員参加の奉仕事業 

 青少年育成のため、子供達のダンス発表の機会を 
 つくりサポートする。 
 実行委員会立ち上げます。 
皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

出席扱いについて 
奉仕事業に参加された場合、出席扱いとなることが 
理事会で決まりました。 
 

  
 
 ガバナー事務所より 

・財団寄付に関するお願いが配信されております。 
・ロータリー財団月間 リソースのご案内が配信されております。 
・米山学友会主催「国際交流会」の開催のご案内が再度配信されております。 
日 時  ２０１7 年１1 月２５日（土）13：00～16：30（１２時３０分から受付開始） 
場 所  小田原市役所梅の里センター 2Ｆ「大会議室」  
会 費  ３，０００円 
締 切  11 月 10 日(金)迄 

 相模原南 RC 前会長 中村 辰雄様より 
サラントヤさんへ写真のプレゼントとお手紙が届いております。 
そしてご自身が各地を廻られ撮られたお写真と、紀行文を書くのが趣味ということで素晴らしいお写真・紀行文
をいただきましたので、お回しします。 

 
 

11/15 第 2519 回 健康卓話：市川正孝君 

11/22 第 2520 回 ゲスト卓話：井上元保氏 

11/29 第 2521 回 ミニ卓話 

井戸川秀治君 中台さん、足元悪い中ご苦労様です。サラントヤさん、こんにちは！ 

東   学君 中台さん、サラさん、本日はようこそおいでくださいました。これからもよろしくお願いします。 

堂前 慶之君 地域福祉を考える会 中台様、ようこそいらっしゃいました。寄付金お役立てください。 

東井 重和君 ロータリー野球大会優勝おめでとうございます。次回は是非参加させてください。 

飯田 隆三君 
地域福祉を考える会の中台様様、ようこそおいでいただきました。日頃のご活躍に感謝するとと
もに、これからもよろしくお願い申しあげます。「税を考える週間講演会」行ける人は、飯田まで
ご一報いただき、FAX してください。 

〃 
平塚法人会の後援会のご案内をさせていただきます。ICT を活用した街づくりのテーマで、我々
のしごとにも参考になると思います。是非ご参加ください。 

会長挨拶 

幹事報告 

今後の予定 

スマイル報告   外谷 正人 スマイル委員会委員長 

井戸川 秀治会長 

それでこそロータリー 

四つのテスト(荒巻哲朗会員) 

堂前 慶之会長エレクト 

点鐘 

ロータリーソング 

司会･進行 
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2017-2018 年度 
第 2518 回 例会  平成 29 年 11 月 8 日(水) 雨 

米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 

お客様 中台 和子様 (認定特定非営利活動法人  

地域福祉を考える会) 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
認定特定非営利活動法人 地域福祉を考える会 中台 和子様 

日頃からお世話になっておりますこと、誠に感謝いたしております。 
道灌まつりの際には募金箱を作っていただき、皆さんにお声をかけてくだ 
さりありがとうございました。 
本日協賛金としていただきましたものは、大切につかわせていただきます。 
子供達を大人がずっと見守っていきたいと思います。 

 
 

11 月分奨学金が手渡されました。 
11 月 25 日(土)小田原で米山学友主催「国際交流会」がかいさいされます。 
モンゴルからは 3 人。それぞれお料理を用意してお待ちしています。 

 
 
仙波 史生 社会奉仕委員会委員長 

・芝桜プロジェクト草刈り 
11 月 12 日(日) 8:00 現地集合 参加者出席扱い 

・ふれあい授業 
 11 月 17 日(金) 伊勢原中学校 13:00 時集合 13:40 授業開始 授業担当の方よろしくお願いいたします。 
 担当以外の方でも見学に来られた方、出席扱いいたします。 
濵尾ゆかり 親睦委員会委員長 
 クリスマス例会 

12 月 20 日(水) 18:00～20:00 アマンダヒルズ お知らせ回覧いたします。多くのご参加お待ちしております。 
貝原 剛規 ゴルフ同好会幹事 
第 2 回ゴルフコンペ 
12 月 11 日(月) 伊勢原 CC   日時変更ございましたこと深くお詫び申し上げます。 
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田村 貴寿君 中台様、サラちゃん、ようこそいらっしゃいました。 

天野耕一郎君 本日私の奥様が女子会で、お泊りゴルフです。私は独身気分を満喫いたします。 

熊谷 勝利君 入会して 4 ヶ月になりました。これからもよろしくお願いいたします。 

外谷 正人君 
今朝、現場で車のキーを落としてしまいました。困っていたところ、社員が合鍵を持って来てくれ
たことが嬉しかったので、スマイルします。 

会員誕生祝い 
濵尾ゆかり君→本日は皆様にお祝いいただき、ありがとうございます。今年 1 年幸せな都市にな

りますよう、自主努力いたします。 

結婚祝い 村上 一秋君→結婚 33 年目になります。益々大切にしま～す！ 

スマン 
松下  孝君→本日 妻(本当の)と大分を訪れています。スマンです。 
外谷 正人君→本日は仕事の都合上、途中退場させてください。スマンです。 

会員数 出席計算に用いた数 出席者数 出席率(％) 前々回修正出席(％) 事前 MUP 
松下 孝君・小山 博正君→ 
第 22 回神奈川県 RC親睦チャリティー野球大会 
 61 59 34 57.62 なし 

出席報告  貝原 剛規 出席委員会委員長 

委員会報告 

ミニ卓話 

お客様ご挨拶 

 米山奨学生 ガントグトヒ・サラントヤさん 

例会場  FORUM246  伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 TEL 0463-96-3711 
例会日  毎週水曜日 12:30～１３:３０ （お食事は１２:００より準備いたしております） 

事務局  神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2横浜銀行伊勢原支店内 
             TEL.  0463-92-5777    FAX.  0463-95-5313 
                       E-mail. rc1isehara@gmail.com 

 


