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平成28年 3月 0日 (火)例会 (第2640回)報告(晴)m2468
出席率…・32/4472.73% 第 2638回 補正出席率…。39/4586.670/0

欠席者 柏木、酒井(博)、日淵、中田、浜田(一)、浜田(貴)、   9/6(火 )定 例理事会

福嶋、前根、松本(勝)、村山、八木橋、渡辺(昇)        中 旬  家 庭集会
メークアップ (アダプト①)10名 (地区雑誌委員会)10名  ◆ 委員会報告

(少年ナイター)12名 (公式訪問)庄司、北囲、高浪、川田、  ◎ 雑誌 ・広報委員会…・F目永 武志 委員長

松本(勝)、門永
出席免除 足立、川端、小徳、坂本、庄司、山時、渡辺(将)

◆会長時間 松本 正 会長
6日 の草刈り、8日の少年ナイター、お疲れ様でした。2回

裏まで5対 0で リードしていましたが、大逆転され5対 22で負

けました。齢には勝てないようです。オリンピックは水泳t体操、

柔道で金メダルを取りました。また、大リーグではイチロー選

手が3000本安打を達成し、日米通算では4217本で第1位です。

今年から11日は山の日で祝 日になりましたが非常に頭に

きています。私は反対です。役所、銀行、証券取引所が休み

になり経済が停滞し国力の低下になります。「山の日」など

全 く意味がありません。日付も理解できません。13日から盆

休みが始まる所が多い中、11日に休み、12日に出勤、更に

13日からまた休みになります。議員立法で反対する政党もな

く理解に苦しみます。週40時間労働 と決まっているので余計

なことはしないで欲しいです。

◆幹事報告 細 田淑人 幹事
◎RI日本事務局より 「8月 :会員増強 ・新クラブ結成推進

月間の案内」「RI理事推薦について」 ◎池上GE事 務所より

「夏季休業のお知らせ」「次年度RIテーマの報告方法につい

て」 ◎ 地区R財団事務所より 「Rカード6月実績」「ロンド
ン在住奨学生 ・山本浩貴さん最終報告書」 ◎米子南RCよ り

「クラブ協議会訪問報告書提出のお願い」 ◎米子束RC・佐
田山様より 「よ～しもっとクラシック」ご招待券3枚が届く

◎今後の例会 :次週8/16休会 (定款6条 )、次々週8/23夕刻

例会 (18:30～マリーナH例会場)

◆理事会報告 ネ田田淑人 幹事

【報告】◎2016年規定審議会報告について異議申し立てはしな
い→了承 ◎境港マリーナホテルからの食事代値上げ要望に
ついて、8月 より1食につき100円の値上げ→了承 (通常例会
の食事:1,500円十消費税/100万 ドルの食事1,100円十消費税)

◆8月 例会変更 (受付=ビ ジター受付、定刻)
☆米子中央RC 8/11(木 )休 会 (定款6条 )受 付なし

☆米子RC  8/12(金 )休 会 (定款6条 )受 付なし

☆米子南RC 8/15(月 )休 会 (定款6条 )受 付なし

☆米子東RC 8/17(水 )休 会 (定款6条 )受 付なし

月信 2号 を発行できました。国際大会 ・地区委員長の紹介

等を掲載しています。ロータリーの友電子版をweb閲 覧でき

ますのでご利用下さい。

◎青少年奉仕委員会 …・内田 幸工 委員長

8/8(月 )′E例 の少年ナイター野球を開催 しました。上道

チャイル ドは強豪で522の 完敗。暑い中ご参加の皆 さん、

お疲れ様でした。

◎地区雑誌・広報委員会 …松井 尚成 委員長

8/7(日)「地区雑誌 ・広報委員会」続出するトラブルを、直

前になってご協力頂いた皆様に乗 り越えていただき、お陰様
で開催できました。多大なるご尽力に厚 く御礼申し上げます。

◎回―タリーの友8月号紹介 …門脇 武志 雑誌 ・広報委員

―プログラム 「地区大会アワー」

地区大会副実行委員長 酒 井 英

地区大会懇親会の料理担当責任者として、今

までに決定した件を報告致します。地区大会の

成否は、昼のお弁当と懇親会の料理の内容で全

てが決まると言っても過言ではありません。過

去25回の地区大会に参加しておりますが、印象に残る大会は

ありませんでした。某大会の食事についての反省点を改めて

思い起こし、責任を感じます。過去4回 の試食会を重ね、8

月1日には実寸大のテーブルを予想される20名が囲んで、以

下の料理を試食しました。記憶に残る大会になると思います。

【お品書き】和風オードブル ・ののこめし・握り寿司 ・白い

かのお刺身・ズワイ蟹の棒肉と爪。本まぐろ解体実演 ・刺身・

握り・サンドイッチ盛合せ ・和某子 ・アイスクリーム 【屋台
村】かに出汁ラーメン・揚げ物 (大山鶏のから揚げ、白いか
のゲソ天、じゃころっけ、かにクリームコロッケ)・紅蟹タ
ワー3ヶ所 ・コーヒー ・お酒 【昼食】米吾のお弁当

難 ン 輛 ン 糧 鑑 ン

,

す。部門ごとに小委員会を組織し、①…委員長 ・   A

川田、副委員長 ・渡辺昇 ② …委員長 ・木村、副委員長 ・

瀬戸 ③ …委員長 ・川回、副委員長 ・門永で取り組みます。

現段階としては、本会議及び記念講演が行われる午前10時

から午後4時 までの間の時間割と、進行台本の作成を行って
いるところです。お手元にあるスケジュール表 (詳細に説明)
が全日程ですが、これからは、場面毎に詰めの作業を行い、
3度のリハーサルを経て本番に臨みたいと思います。

時間は容赦なく過ぎて行き、気は焦るばかりですが、外国
人になるのではと心配していたRI会長代理が千玄室氏に決
走したとのニュースを聞き少し気が楽になりました。地区大

会の成功は、メンバーー人ひとりの頑張りに掛かっています。
どうぞ宜しくお願いします。

◆8月・9月行事予定(8月:会員増強・新クラブ結成推進月間)
8/23(火)夕 刻例会 (18:30～マリーナホテル例会場)

30(火)休 会 (定款 6条 )

片山G補佐来訪 「第3回 クラブ協議会」18:30～

てシ回(8月23日)ワ施丑グ境χみ            濃回(8月30日)
夕刻例会 「地区大会アワー」             休 会

黒田耕 地区大会実行委員長 他           (定 款6条)

【事務所】境港市上道町3147 電 話44-7845 FAX44-7846 Eメ ール rcsakai@shirt.ocnineijp

― スマイルBOX

◎誕生祝 岡 空、谷田 ◎ 創立祝 柏 木、木村 ◎ 地区雑誌・広報委員会、お世話になりました。 岡 田 ◎ 草メuり、少年野球、お疲

れ様でした。 松本(正)【少年ナイター】◎完敗でした。皆様お疲れ様でした。 内田 ◎見事に逆転負け 岡空 ◎疲れ果てまし
た。守備強化が急務1! 夕|1田 ◎ 楽しみませんでした 酒 井(英)◎ 境高甲子園、ガンバレ1! 堀田、松井 ◎ 境高甲子園ガンバレ!
ロータリー野球も頑張りましょう 田 日 ◎ オリンピック開幕、ワクワクします。 三 輪 ◎ ニッポン頑張れ!境高頑張れ! 増谷

嫁弦涯∃(9月6日)ラ権受衆熟ら
「地区大会アワー」

黒田実行委員長、北国副委員長

会場】境港マリーナホテル6F 電 話45-3111【例


