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-本日のプログラム-
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-ゲスト・ビジターの紹介-

卓話例会 ..... 米山記念奨学生 バンディキ・ムランバ・ディズニー君

-会

長

報

米山記念奨学生
ディズニー君ようこそ！

告-

[ガバナー事務所より]
l

インターアクト年次大会登録のお願い
11 月 23 日（日）１１：００～１５：００
立花学園高等学校 体育館 足柄上郡松田町惣領３０７－２
登録料 3,000 円

l

2017-18 年度ガバナー・ノミニー選出の件

l

2017-18 年度ガバナー・ノミニー候補者提案に関する告知

l

衛星クラブ情報

l

青少年交換プログラム：アンケートのお願い

-委員会報告[米山記念奨学担当リーダー 柴田淳之助会員]
この奨学金制度は 70 年前に始まり、
奨学生に奨学金を支給しています。会
員の減少と経済事情の影響により寄付

[ＲＩ第 2780 地区ガバナー補佐
l

磯部芳彦様より]

の額は減って来ている状況です。一人

ロータリーＥクラブ説明会のご案内

2 万円以上、当クラブでは出す率は

1０月１０日（金）１８：００～１８：４５
海老名市文化会館

100%を目指し、有能な学生を支援し

２５３学習室

て行きたいと考えております。また、

http://www.ebican.jp/access/index.html

別件で神奈川工大地域支援セミナー

-幹

事

報

告-

“食と運動でカラダ改善”を実施致し

[例会変更]
l

大和田園ＲＣ
①
②

l

ます。食事と運動、生活習慣病予防の話を中心に『健康寿命の延伸』に
繋がる地域支援セミナーに参加しませんか。 ※詳しくは配布資料をご覧ください。

平成 26 年１０月 1７日（金）→ 10 月 19 日
（日）
地区大会に振替

[インターアクト担当リーダー小島会

平成 26 年１０月３１日（金）→ 取り止め例会

長エレクト]

（定款第６条第１節(Ｃ)項により）

インターアクトの行事を２つお知らせ

大和ＲＣ
①

致します。

平成 26 年１０月７日（火）→ 移動例会（国立印
刷局小田原工場見学）

②

平成 26 年１０月１４日（火）
→

日時：10 月 17(金) 14:00～17:00

10 月 19 日
（日）

平成 26 年１１月１１日（火）→

場所：宗教法人 福昌寺
※メーキャップにはなりません。

地区大会に振替
③

インターアクト 座禅研修会

1１月８日（土）、

9 日（日）やまと産業フェアに振替

-------------------------------インターアクト年次大会
日時：11 月 23(日) 11:00～15:00
場所：立花学園高等学校
※メーキャップになります。

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com
週報に関するご連絡先 event@atsugi-naka-rc.com

12:30

＝

-会員誕生-

-スマイル-

[西村弘司会長]

[西村会長・西副会長・小島会長エレクト・笹生幹事・山本副幹事]

9/30 日で 50 歳になり、区切りの良

皆様、こんにちは。今日で西村年度、第１クォーターがおわりです。記

い年に会長をやらせて頂いておりま

念に、米山記念奨学生ディズニー君の卓話です。どんなお話が聞けるの

す。全体の 1/4 が過ぎこれからも頑

か、大変楽しみです。ミスターバンディキ・ディズニー、よろしくおね

張ってクラブ活動をやって行きたい

がいします。

と思いますので、
宜しくお願い致します。 [西村弘司会長]
本日は、誕生日祝をありがとうございます。かみさんの分とあわせてス
マイルします。
[中野正義直前会長]
ディズニー君、本日は卓話がんばって下さい。期待してます。
[建部覚会員]

-卓話-

家内の誕生祝いをありがとうございます。すっかり失念していました。

[米山記念奨学生バンディキ・ムラン

[柴田淳之助会員]

バ・ディズニー君]

来月は米山月間です。一人\20,000 の寄附を何卒よろしくお願いしま

ディズニー君から彼女との出会いの

す。来月の例会は出席出来そうにありませんので、今日お願いすること

エビソード、また今後大学院に進学す

にしました。

る等のお話を頂きました。さらに「人

[鈴木八四朗会員]

生」と題し、硝子の器・花首・小石・

私鈴木ですが、今週の 26 日で結婚 50 周年と云う記念日で金婚式を迎

砂を用い、硝子の器に花首→小石→砂

える事に成りました。結婚後夫婦共々大病も無く過せた事に感謝して居

の順で入れると全てが入るが、順番を

ります。土曜日には些細では有りますが記念品と、家族揃ってお祝いし

間違えると入り切らない。先ず、要となる重要な

てくれるそうです。

事から順次行い、その他を自由にすれば良いと、

[織原利久会員]

人生論を語って頂きました。

先週、欠席でした。申し訳ありません。

10 月１９日の地区大会にご参加ください。やむを得ず不参加の場合、欠席となります。
例会スケジュール
日時

点鐘

場所

内容

担当

10/01

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブフォーラム(地区補助金プロジェクトについて)
ロータリーの友紹介

10/08

12:30

厚木市立戸田小学校

地区補助金プロジェクト実施日

10/15

12:30

レンブラントホテル厚木

クラブフォーラム(地区補助金プロジェクトの報告)
職業奉仕について

補助金プロジェクト実行委員会
クラブ広報委員会
補助金プロジェクト実行委員会
奉仕プロジェクト委員会
社会奉仕・青少年奉仕担当
補助金プロジェクト実行委員会
奉仕プロジェクト委員会
職業奉仕担当

10/19 地区大会（横須賀）、 10/22 は振替休会です。 １９日欠席の方は、メーキャップをお願いします。
10/29

12:30

第 1771 回出席報告
会員数
45 名

計算に用いた
会員数
37 名

レンブラントホテル厚木

クラブ協議会・次年度理事役員 選考方法の決議
地区大会報告
10 月理事役員会

欠席をしたら、メーキャップを忘れずに！
免除者数
15 名

欠席者数
20 名

出席率
70.27％

前々回修正
出席率

会長

前年度

本年度

9 月会員数

9 月会員数

45 名

45 名

85.71％

やむを得ず欠席される方は、必ず事務局までご連絡下さい。

＝ 例会場 レンブラントホテル厚木 TEL 046-221-0001 例会日 毎水曜日
ホームページ http://www.atsugi-naka-rc.com/info@atsugi-naka-rc.com
週報に関するご連絡先 event@atsugi-naka-rc.com

12:30

＝

