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◇歌唱「君が代」「奉仕の理想」  ◇「四つのテスト」唱和  ◇会長・幹事章の引き渡し 
◇入会セレモニー 新会員 稲毛 隆君（紹介者：田中賢三君)  歓迎の歌：我等の生業 
◇諸事お祝   ◇会長挨拶   ◇幹事報告   ◇委員会報告 社会奉仕 他 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

こころの中を見つめよう 博愛を広げるために 

２０１１～２０１２年度 

◎ゲスト・ビジター 

デイモン・クライド様（元会員）、サマンサ・キャッツァリーさ

ん（青少年交換学生） 

 

 

 

 

◎幹事報告 

◇ＲＩより  ２０１１年７月国際ロータリー半期報告書 

◇ガバナー事務所より   

＊災害復興基金 授与と受諾の条件 

＊「ロータリー東日本震災復興基金日本委員会」管理によ

るプロジェクトの審査と基金への寄付について 

 ・基金へのＤＤＦ及び現金寄付の受付締切日：２０１１年

１２月３１日 

 ・災害復興支援活動のためのプロジェクト決定：２０１１年

１２月３１日 

＊広報委員会からの通知 

 ・２７８０地区ロータリアン検索ネットワーク クラブ管理者

情報 

 ・２７８０地区Ｗｅｂサイト ロータリアン検索ネットワーク 

サポーター募集の案内 

 ・「Ｒ．Ｉ．第２７８０地区 広報賞」について 

◇米山記念奨学会より ２０１１年度上期普通寄付金のお

願い ◇仙台ＲＣより 義捐金への礼状 

◇ロータリーの友 ７月号  ◇ガバナー月信 №13・№１   

◇タウンニュース 

◎会報着 仙台ＲＣ 

◎委員会活動計画書着 平塚西ＲＣ 

上段 左）会長章引き渡し 右）幹事章引き渡し 

下段 左）新入会の稲毛会員 右）紹介者表彰の田中会員 

◎委員会報告 

社会奉仕［古性会員］：7/28 浜降祭後の海岸清掃、8/7 麻

薬撲滅キャンペーンの日程等の確認 
親睦［山本会員］：菅野さん・稲毛さんの歓送迎会及び劉

さんの中国語講座の確認 
直前会長［河本会員］：年次報告原稿をよろしく 
財団・米山［程島会員］：財団（180 ドル）・米山（２万円）

とも、３回に分けて、会費とともに寄付金を集めます。 
プログラム［横山会員］：今年度の卓話は「生業」という

テーマを中心にやっていきたいと思います。 
雑誌［伊藤会員］：「ロータリーの友」７月号より注目記事

の紹介 

久し振りに登場の

クライド元会員。お

元気そうで何より 



 ◎出席報告  下里洋一会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 
７／７ ２４９２ ３４ ３４ ３０ ２ ２ ９４．１２％  

６／２３ ２４９０ ３４ ２８＋５ ２７ ２＋０ ４ ８７．８８％ ８７．８８％ 

 ◎スマイル報告 横山 貢会員 

クライド・デイモン様（元会員） ひさしぶりにみんな

にあえてうれしいです。またきます。 
小林亨君＆出口敬純君 デイモン、サマンサようこそ！

稲毛さん、本日よりよろしくお願いします。本日より役

員の皆様、理事の皆様、会員の皆様、ご協力をよろしく

お願いします。 
田中賢三君 小林会長年度よろしくお願いします。稲毛

さん、御入会おめでとうございます。エンジョイロータ

リーライフ。クライドさん、サマンサさんようこそ。 
下里洋一君 小林会長、出口幹事他理事役員の皆様、１

年間よろしくお願いします。七夕の日のスタート、先が

明るいですね。 
泉不二夫君 誕生祝有難うございます。今年１年間よろ

しくお願いします。 
和田幸男君 出席表彰ありがとうございます。小林会

長、出口幹事、よろしくお願いします。 
伊藤留治君 小林・出口丸の船出を祝して。新会員の稲

毛さん、入会おめでとう。 
山口利通君 稲毛さん、ご入会おめでとうございます。

菅野さんの後任としてＲＣ同様、会議所の商業部会もご

協力お願い致します。 
加藤 寛君 小林会長新年度出発を祝す。デイモン様、

お元気でしたか。 
平井 茂君 小林年度、進発おめでとうございます。デ

イモンさんいらっしゃいませ。 
杉本行廣君 今年度の船出です。奉仕プロジェクトのお

役を仰せつかりましたので、皆様のご支援をよろしくお

願いいたします。 
程島利通君 小林丸の出帆を祝して。 
粂 仁夫君 デイモンさん、サマンサさんようこそ。 
加茂正司君 小林年度の船出を祝して！デイモン君、サ

マンサさんようこそ！ 
斉藤信夫君 小林会長・出口幹事、一年間お世話に成り

ます。 
熊澤圓造君 新年度会長他、役員の皆様、御苦労様です。

諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
河本啓伸君 会長終わればただの人。気楽なような淋し

いような．．．。小林・出口年度の門出を祝します。デイ

モン、サマンサようこそ！稲毛さん、入会おめでとうご

ざいます。 
岡本辰男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。

小林会長他、幹部の皆様、ご苦労様です。 
大森久巳男君 諸事お祝の皆様、おめでとうございま

す。 
山本幸一君 たなばたの日に小林・出口年度初めての例

会おめでとうございます。気持ちを新たに、今年度は親

睦委員として頑張りたいと思います。 
古性武志君 諸事お祝の皆様、おめでとうございます。 
佐々木博君 新会長、新体制の始まりの記念すべき日で

す。１年間、皆さんよろしくお願い致します。 

横山宏実君 小林会長、出口幹事、１年間お世話になり

ます。 
横山 貢君 小林会長、出口幹事他、理事の方々お世話

になります。今年度もスマイル宜しくお願いします。 
［本日 23 件、53,000 円です］ 

◎理事会報告 

①本年度予算について 
別紙予算書通り承認される。 

②継続事業・基本計画・組織図について 
別紙「基本事業・継続事業」の通り承認される。 

 ＩＭの日程が 2 月 4 日（土）に決まる。 
③浜降祭後の海岸清掃について（社会奉仕活動） 
7 月 18 日（海の日）8 時 30 分祭典本部前集合 
清掃後、懇親会を開催。当日出席はメークアップ対象とす

る。承認。 
④７月第４例会(7/28)直前会長幹事慰労会について 
ラスカホールにて夜間・移動例会として行う。承認。 

⑤創立記念例会について 
 8 月 4 日を創立記念例会とし、乾杯をする。伊藤会員に

依頼。 
⑥ガバナー公式訪問(8/4)について 
 午前 10：30 よりガバナー補佐と打合せ 
 午前 11：00 より会長・幹事と懇談 
⑦麻薬撲滅キャンペーン(８/７)について 
 北口改札前に 9 時集合、終了後、反省会。 
 警察生活安全課に協力を依頼。承認。 
⑧名誉会員（山口里巳会員）継続について 
継続する旨、承認。 

⑨米山・財団寄付の集め方について 
米山：2 万円を 3 回に分けて徴収、財団：180 ドルを 3

回に分けて徴収する旨、承認。 
⑩出席規定の適用免除 
 下里会員より提出された出席規定適用免除願いを承認。 

左）誕生祝の泉会員 右）出席表彰の斉藤会員・和田会員 

本年度第一回の定例理事会風景 


