第 1472 回例会

2017 年 7 月 11 日(火)12:30 開会点鐘 番伊 ロータリーソング｢我等の生業｣

会員卓話

吉井

例会前に、会長バッチの引継ぎ

治

会員

為には、役員理事の皆様を始めメンバーの皆様のご協
力が不可欠です。どうか、この一年を全う出来ますよ
う頑張る所存ですので宜しくお願い申し上げます
◎新会員入会式 (紹介:今井前年度ﾆｭｰﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ委員長)

致します ！

◎ゲスト紹介・会長挨拶 多田計介 会長
本日は七尾みなと RC の 2017〜2018 年度初例会へ、
七尾 RC 宮川会長、津田幹事にご臨席を賜り、多数の
会員出席を頂き誠に有難う御座います。
直前会長の戸田さんが提唱された『つがるロータリ
ー』は当クラブで見事に実を結んだと思います。会員
相互の関係はより仲間意識が高まり、クラブ活動等に
発揮された事は周知の事です。笑顔で多岐に渡る話を
される戸田前会長、その姿を一年間拝見し、いろいろ
とご指導を頂きました。私は 2610 地区下口ガバナーが
会員増強を掲げ且つ女性会員の増強を命題にされてい
ます。また各々のクラブのカラーを出して下さい！と
も言われておりますので『つがるロータリー』を受け、
ここに『広がるロータリー』を提唱致しました。そし
て樹木に芽生える新緑がその葉を広げて行く姿のよう
なロータリーの活動を展開したいと望む処です。その
月

日

曜

プログラム

姥浦秀史 会員
(建築設計)
アオイ建設㈱ 取締役副社長
◎地区委員紹介と
委嘱状の伝達
茶谷会員が
地区社会奉仕委員です
◎役員･理事紹介

◎直前会長･直前幹事へ感謝状･記念品、
直前副会長へ
記念品 贈呈
◎戸田直前会長
挨拶
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臨時総会(前年度事業･決算･監査報告、今年度事業･予算承認)
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早朝例会 (法話･座禅･朝かゆ) (6:30、長齢寺）
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3 日(木)に変更

8

3

木

18:30 納涼親睦家族例会 (ゆけむりの宿美湾荘)
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田中 哲
姥浦 敏明

よろしくお願い

第 1471 回例会(7/4、初例会)報告
進行：間蔵 SAA
◎開会点鐘
◎｢四つのテスト｣唱和 中越 職業奉仕小委員長

◎2016-17 年度例会 100％出席者名の発表
(紹介:浜田前年度出席小委員長)
・ホーム例会 100%出席者へ記念品贈呈

・例会 10 年・5 年 100%出席者へ記念品贈呈

◎幹事報告

田中 幹事 別紙配布

◎出席報告
大森 出席小委員長
会員総数 50 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 43 名
メイク 7/2 クリーンビーチななお(第 1 回理事会承認)：
多田、魚岸、中出、伊藤、今井富夫、井田、所司、中野、
間蔵、木下敬夫、中越、戸田、森、姥浦敏明、鳥畑、
山本、茶谷、岡崎、長、長坂、大森、宮川、佐味一郎、
杉藤、田中
◎ニコニコ箱紹介 長坂小委員長・三井ｸﾗﾌﾞ奉仕委員
多田 本日は初例会にようこそご出席下さいました。
1 年間どうぞ宜しくお願いします！
七尾 RC 宮川会長 初例会おめでとうございます、今日は
よろしくお願いします。
七尾 RC 津田幹事 本日はおめでとうございます。
中出 いよいよ初例会、多田会長はじめ役員一同心ひとつ
に一年間ガンバリますのでご支援の程よろしくお願い
します。尚頑張るのはゴルフも同じです‼岡崎君へ
姥浦昭二 ①多田会長、田中幹事、役員理事の皆様そして
全会員力を合わせて創立 32 年目の我がクラブを盛り上
げましょう！
②息子が入会させて頂きました。関軒会員共々宜しくお
願いいたします。
戸田 多田会長、バトンを渡します。シッカリ受け取って
下さい。理事役員の皆さんよろしくお願いします。昨年
はありがとうございました。
中越 会長以下理事役員の方々1 年間しっかりとやって
下さい。特に田中幹事、しっかりと運営してください。
浅野 多田会長、田中幹事、役員の皆様 1 年間宜しくお願
いします。
鳥畑 多田会長、他役員理事の皆さん 1 年間ガンバレ！
木下敬夫 多田会長いよいよ出港です。1 年間宜しく
お願いします。

間蔵 いよいよ多田丸の出航です。皆様と一緒に頑張りま
しょう。
山田 戸田会長ごくろうさま‼ 多田新年度会長頑張って
ください。
伊藤 多田会長、田中幹事、1 年のご活躍を祈ると共にお
世話になります。
徳永 本日出席出来ずすみません。多田年度の無事スター
ト、心よりお祝い申し上げます。
所司 多田会長の前途を祝して‼ 1 年間のご活躍を期待
しております。
桑原 2017 年ロータリー年度の始まりです。良き 1 年に
なります様に願っています。
吉井 多田会長、
新役員の皆様 1 年間宜しくお願いします。
中野 美湾荘さまお世話になります。多田会長・田中幹事
1 年間頑張ってね。
姥浦敏明 初例会おめでとうございます。多田会長 1 年
間宜しくお願いします。
山本 多田さんお世話になります。
木村 長坂さん 1 年間ニコ BOX 頑張って 140 万集めてく
ださい。
姥浦秀史 新入会員の姥浦秀史(うばうらひでふみ)です。
ご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
松井・須曽・魚岸・今井富夫・森・佐味貫義・茶谷・長
田・寺田・岡崎・奥井・久保・大森・長
多田丸出航です。おめでとうございます。
三井 多田丸出航です。数十年ぶりのニコです。かなり緊
張しています。
長坂 1 年間ニコ BOX よろしくお願いします。
7/4 日計 55,000 円
◎閉会点鐘

◎記念写真撮影

◎懇親会

[写真:浜田]

次週予告

７月１８日（火）１２：３０開会点鐘 番伊
臨時総会 前年度事業･決算･監査報告
今年度事業･予算の承認

今週の例会担当者： 大森、茶谷、木下徳泰、
(7/11)
西野
次週の例会担当者： 長坂、関軒、奥井、
(7/18)
髙橋、間蔵

