
 - 1 - 

前々回の例会 

2016年 6月 10日(金)第 1711回 

卓  話  「会長退任の挨拶」 

卓話者  会長 坂田 兼則 

今週の歌 「R-O-T-A-R-Y」 

     「川の流れのように」 

お客様の紹介 鶴 啓之様(堺東南ＲＣ)  

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇皆出席表彰（６月度）該当者なし 

 

 

 

 

 

 

前回の例会 

2016年 6月 18日(土)第 1712回 

例会変更 及び 最終例会 

受付 17：00～ 開会 17：30～ 

於：南海グリル天兆閣別館「ローズ」 
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2016年 7月 1日 第 1711号・第 1712号 

 

2016年 7月 1日(金)第 1713回 

卓  話  「会長就任の挨拶」 

卓話者  会長 中田 学 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースデーソング」 

お客様の紹介 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い（7月度） 

宇瀬治夫会員( 2日)山崎市郎会員( 4日) 

國井 豊会員(5日)山ノ内修一会員(29日) 

濵口正義会員(30日) 

〇結婚記念祝い(7月度) 該当者なし 

〇堺北ＲＣ基金表彰 

 ６ページに記載 

 

 

 
2016-17 年度 国際ロータリーのテーマ 

「人類に奉仕するロータリー」 

国際ロータリー会長 ジョン F.ジャーム（米国・チャタヌーガ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

2016年 7月 8日(日)第 1714回 

第１回クラブアッセンブリー 

今年度委員会委員長 

 

＜６月１０日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 
出席会員           21名 
欠席会員             10名 

ビジター           1名 
ゲスト                      0名 
5月 27日(金)の出席率    80.64％ 

＜６月１８日(土)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 
出席会員           24名 
欠席会員              7名 

御家族・ファミリー会員   17名 
その他                      4名 
6月 3日(金)の出席率    80.64％ 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

 URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 福井 隆一郎 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： fukui2016@wind.ocn.ne.jp 
会長：中田 学  幹事：笹山悦夫  広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次週の例会 

 

時間 

 

http://www.sakai-kita.jp/
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「会長退任の挨拶」 

会長 坂田兼則 

 

昨年、７月３日に会長就任の挨拶をさせていただき、早くもその任期を終えようとし

ています。昨年は当クラブ設立３５周年という節目の年でもありました。私も１０年前

の９月１７日に故白木さん又城岡会員のおかげで堺北クラブに入会させていただき、５

年目で故佐野さんが急死され、急遽宇瀬会員が会長になられ、そのときに幹事をおおせ

つかりました。そして１０年目で会長をおおせつかり、これも急遽綿谷会員が退会され

たことによるものであります。 

 今思えば、５年目の監事にしても１０年目の会長にしてもちょっと変則的に就任させ

ていただいております。しかしながらそれぞれ役員の皆様や会員家族の皆様の御協力に

よりなんとかその役割はしてこれたかなと思っております。 

 本当に有難うございました。 

さて昨年の上半期におきましては、７月３１日に親睦委員会恒例のビアパーテイーをホ

テルアゴーラリージェンシーで開催し、夜の花火大会も楽しむことができ、参加いただ

いた会員・会員家族の皆様には大変喜んでいただいたものとおもっております。８月２

９日には恒例の清心寮の子どものための勉強会を祥雲寺でおこないました。これには毎

年那須会員に御無理をおかけしている事と思いますが、本当に感謝しております。そし

て９月４日からは例会場をここ天兆閣に変更しておこなうようになりました。これには

いろんな御意見がありましたが、今思えば変更してよかったと思っております。 

そして、いよいよ９月２６日・２７日には３５周年事業である会員・家族による「３５

周年記念北海道旅行」を行いました。これは國井会員のアドバイスで過去にもそういう

記念旅行をしたことがあったということを聞き、堀畑記念事業実行委員長にもお諮り

し、思い切って企画させていただきました。会員・会員家族の皆様に参加いただけるか

若干不安もありましたが、結果会員皆様のご協力で、大人５３名、子ども４名合計５７

名の参加をいただき盛大に行うことが出来たと思っております。２６日は若干天気が悪

くバス１台で皆様大変窮屈だったとは思いますが、今思えばかえって皆様和気藹々とし

た旅行ができよかったと思っております。 

そしてなによりも多少の混乱（某会員による忘れ物や頻繁にトイレに行かれる会員）は

ありましたが、全員無事帰ってこれたことに感謝しました。準備いただいた堀畑実行委

員長はじめとした３５周年実行委員の皆様及び、城岡親睦委員長をはじめとする親睦委

員の皆様にあらためて感謝申し上げます。 

そして、１０月３１日（土）には３５周年記念チヤリティーゴルフ大会を開催し、堺の

RCの会員・家族の皆様７０名あまりに御参加いただき盛大のおこなうことができ、チ

ヤリティーで集まりました３０万円を清心寮への協力金として寄付できました。清心寮

においては大変感謝していただいております。中田会長エレクトにはお手配ありがとう

ございました。 

翌日の１１月１日には「秋の仁徳清掃活動」を行い、又１１月３日には清心寮の子ども

を招いての「バーベキュー大会」をおおいずみ公園にて行い、米澤会員による「ポン菓

子」の実演を行っていただき、子どもたちも大変興奮して喜んでいました。米澤会員有

難うございました。 

会長の時間(6月 10日) 

 

時間 
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 次年度は何をしてくれるか今から楽しみにしております。 

そしていよいよ１１月１５日には、第５回「子ども囲碁フェスタ・堺」を 

いつもの「サンスクエア堺」で開催いたしました。この大会も５年目の節目であり、宇

瀬委員長の発案で対戦上位の子どもに記念メダルを贈ることに決まり、 

大変盛大に行うことができました。宇瀬実行委員長はじめ準備・参加いただいた会員の

皆様に感謝申し上げます。又特に今期忙しかった塩見社会奉仕委員長には厚く御礼申し

上げます。１２月１９日には上半期最後の行事であります「忘年親睦家族会」を上六の

シエラトンホテルで行いました。中川会員には毎年お世話いただき有難うございまし

た。このときには、これも米澤会員の発案で「ハンドベル」の演奏をしようということ

になり、私も恥ずかしながら参加させていただき予定どおり失敗いたしました。それに

引き換え毎年参加してもらっております、ガールスカウトの子供たちの上手な「ハンド

ベル」には感心させられました。 

 さて下半期には、１月１０日にいつも当クラブ行事に参加してもらっております、先

ほどの大阪府第１５団ガールスカウトの新年餅つき大会が行われ、当クラブからも中田

会長エレクトをはじめ５名が参加し、ガールスカウトの皆さんと楽しくお餅をいただき

ました。 

 

２月６日から１０日にかけては国際奉仕委員会による第６回目の奉仕活動であるタイの

小学校への浄水器の寄贈を行っていただきました。その時にはタイのノンケームＲＣか

らの提案で友好クラブ締結を行っていただきました。今後とも友好クラブとして大事に

お付き合いできればと思っております。宇瀬会員、中田会員、小西会員、嶽盛会員、藤

永幹事、池永会員と６名の参加いただきました会員の皆様には厚くお礼申し上げます。 

そして２月１３日にはグルメの会と親睦委員会の合同にて「かき豊中」にて「天然河

豚」をいただきました。「かき豊」で天然河豚をいただくといった木畑会員の発想には

驚かされましたが、大変おいしく食べさせていただきました。木畑会員有難うございま

した。 

 ３月４日には例会変更で恒例の祥雲寺での出羽の海部屋の「チャンコ」を頂き、沢山

の会員家族に皆様に参加いただきました。那須会員また出羽の海部屋の皆様には毎年お

世話いただき感謝しております。 

 そして３月１２日の朝には、清心寮の子どもたちに出羽の海部屋の相撲稽古を見学し

てもらい、「チャンコ」を食べてもらい子供たちの食欲には驚かされました。中田会長

エレクト有難うございました。又その日の夜には、木畑会員のお手配とご苦労により

「スーパー歌舞伎ワンピース」を観劇に行きました。席とりから食事の手配まで木畑会

員には大変お世話になり、有難うございました。又この日には「歩こう会」の青山ウオ

ークがありましたが、観劇のあとで北側会員御夫婦と会員とで食事をしているところ

に、藤永幹事が無理やり中川会員をお誘いしたところ、ウオークの後半にもかかわらず

心快くだと思いますが、はつらつとしたお顔をみせていただきました。途中からは一人

旅だったそうで、ちなみにゴールしたのは１１時５１分で参加者中第５位だったそうで

す。 

 又、翌日の３月１３日には、「春の仁徳清掃」が実施され中川会員にはこの日も早く

から参加いただきました。感謝することはもちろんですが、中川会員の肉体的・精神的

ゴールが見えませんでした。 そして、４月・５月は何事もなく無事例会を行うことが

できました。しかしその間は中田会長エレクトには PETや次期会長としての準備が大変



 - 4 - 

だったと思います。そしていよいよ本日の会長退任挨拶となりました。先ほどからお話

させていただいているとおり、各行事につきましては事前の打合せ会議や準備会議な

ど、各委員会の皆様又会員の皆様や、相談役会のパスト会長の皆様のアドバイス等のご

協力がなければいかなる行事も出来るものではありませんでした。特に藤永幹事や池永

SAAや事務局の本村さん、坂上さんには無理難題をかけた１年だったと思っておりま

す。藤永幹事感謝申し上げます。池永 SAA有難うございました。本村さん、坂上さん有

難うございました。任期もあと３週間を残すのみとなりましたが、それではこれで、来

週の最終例会を楽しみにし、又 皆様に感謝申し上げ会長退任の挨拶といたします。１

年間有難うございました。 

 

 

 

会長 坂田兼則 

 

 本日は、最終例会であります。会員又会員家族の皆様はじめ多くの皆様に御参加いた

だき、大変有難うございます。またこの一年間至らぬ会長でしたが、会員・会員家族の

皆様の御協力で何とかやってこれました。会員家族の皆様には、昨年の３５周年北海道

旅行をはじめ、あらゆる親睦活動にご参加いただき感謝申し上げます。 

 さて先週の例会時に、会長退任の御挨拶をさせていただきましたので、本日の会長の

時間は、次期中田年度がより一層、堺北クラブをよりよくするための年度になることを

願って、又この後の２部の懇親会が早く始まるようにこれで終わらせていただきます。

皆様一年間どうも有難うございました。 

 

 

 

第6回子ども囲碁フェスタ大会準備委員会 

第１回大会準備委員会打ち合わせ会議のご案内 

        大会準備委員長 宇瀬 治夫 

 

梅雨の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になってお

ります。 

さて、標記の通り第１回打合せ会議を開催いたします。皆様ご出席下さいますよう、お

願い申し上げます。 

記 

日時：７月８日（金）１８時３０分～ 

場所：すし亭「幹」 

議題：「今後の予定について」役割分担等 

 

 

 

 

 

 

委員会報告(6月 10日) 

 

時間 

 

会長の時間(6月 18日) 

 

時間 
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社会奉仕委員会 

「６月度ダメ・ゼッタイ募金報告」 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

今月は本年度最後のダメ・ゼッタイ募金となります。そこで一年間の感謝の気持ちを込

めまして、皆様全員にお持ち帰りいただきたいと思います。本日は京都の嵐山で見つけ

ました京都室町 六角庵の焼菓子を２２個用意しました。 

募金額は６０００円でした。一年間お世話になりました。皆様の御協力に感謝致しま

す。 

 

米山奨学委員会 

米山奨学委員長 小西幹夫 

「表 彰」 

いつも米山奨学会にご寄附・ご協力頂き感謝しております。 

さて、米山奨学会から感謝状・表彰状が届きましたので、表彰させて頂きます。 

 

米山功労者 第１回      中川 澄会員 

米山功労者 第２回マルチプル 米澤邦明会員 

〃   第３回マルチプル 山中喜八郎会員 

        〃   第５回マルチプル 堀畑好秀会員 

    〃第５５回メジャードナー 濵口正義会員 

米山功労クラブ 第29回 堺北ロータリークラブ 

 

皆様おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会 

「当クラブのホームページについて」 

広報委員  池田茂雄 
 

 
 私、「堺北ロータリークラブ・ホームページ」の維持管理を担当しております池田で

ございます。 

本日は好例の最終例会でございますが、ご家族の皆様にもお越しいただいておりますの

委員会報告(6月 18日) 

 

時間 
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で、ホームページについてのＰＲを少しだけさせていただきます。 

 皆様、是非とも当クラブのホームページをご覧くださいませ。堺北ロータリークラブ

がどんな活動をしているかが、よく解かっていただけます。特に、是非とも見ていただ

きたい次の３項目についてお話しします。 

（１）「クラブ週報について」 

当クラブでは毎週１回例会(１時間)を開催しておりますが、毎週の活動状況を「クラブ

週報」にまとめて新聞として発行し会員の皆さんに配布しております。それと同じ内容

のものをホームページにも掲載しております。これを見て頂きますと我々クラブ会員が

行っている活動状況が一目瞭然よく解かっていただけます。 

（２）「ロータリーの友誌について」 

  日本国内にいる９万人ちかい会員に向けて「ロータリーの友誌」が毎月発行され、

全会員に配布されております。それと同じものがインターネット上にも表示されて

おります。堺北ＲＣホームページの「リンク」から「ロータリーの友」に接続して

いただき「ロータリーの友・電子版はこちらから」をクリックしていただきますと

「ロータリーの友誌」が表示されます。ロータリーは世界中のあらゆる国の人々約

130万人の集りであり、世界で一番大きな民間の奉仕活動団体なのです。ロータリ

ーの友誌には、日本での活動状況はもとより、世界中の活動状況が掲載されており

ます。是非ご覧下さいませ。 

（３）「クラブニュースについて」 

  当クラブのいろいろな活動の中で、特に一般の方々にも知っていただきたい活動を

「クラブニュース」欄に掲載しております。例えば、仁徳陵の清掃とか交通安全運

動などです。 

 このほかにも、ご覧いただきたい項目がたくさんありますが、ここでは省略させてい

ただきます。一度ホームページにアクセスしていただきますと、画面左側に「クラブニ

ュース・クラブ紹介など８項目」の見出しが表示されます。お好きな項目をクリックし

ていただきますと当クラブの内容が詳細に表示されます。皆様、適宜ご覧いただけれ

ば、こんなに嬉しいことはございません。 

 

親睦活動委員会 

「 最終例会を終えて 」 

親睦活動委員会副委員長 中川 澄 

 

平成２８年６月１８日（土）、１７時３０分より南海グリル天兆閣別館４階「ローズ」

にて最終例会を開催致しました。 

会員２４名、ご家族１６名、ロータリーファミリー会員１名、米山奨学生１名、米山奨

学生のご家族１名、事務局２名、計４５名の参加を頂きました。 

アトラクションは、米澤会員のご紹介で、沖永良部島出身の三線奏者新田開山さんによ

る歌と三線演奏、「島唄」「涙そうそう」「オジー自慢のオリオンビール」など多くの人

に親しまれている歌を中心に演奏して頂きました。立ち上がって踊る会員が続出、中田

会員のお孫さんは、舞台正面に椅子を持ってきて熱心に聞き入っていました。近年まれ

に見る盛り上がりではなかったかと思います。 

お土産は、南海グリルに用意して頂いたしゃぶしゃぶ肉、南海グリルにサービスで頂い

た缶ビールと缶チューハイ、山中会員の発案で皆様にお渡しすることになった書籍「ロ

ータリーの歴史に学ぶ」でした。 

非常に楽しい最終例会でした。親睦活動委員会の方々を始め、皆様のご協力に心より感

謝致します。 
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鶴 啓之 様 親父 鶴俊夫葬儀の際は大変お世話になりました。 

那須宗弘会員 宇瀬さん全快おめでとうございます。 

山中喜八郎会員 鶴さんようこそご来会有難うございます。 

中田 学会員 鶴さんようこそ堺北ＲＣへ！ 

小西幹夫会員 坂田様、藤永様、１年間有難うございました。 

笹山悦夫会員 坂田会長 、藤永幹事お疲れ様でした。身の引き締まる思いです。 

平野祥之会員 来週は参加できず、会長はじめ皆さん、申し訳ございません。盛会とな

ることを祈っています。 

合計 ３０，０００円 

 

 

 

 

松岡 史子様 役員の皆様方、一年間お疲れ様でした。来年度も又、宜しくお願い致し    

ます。 

白木  隆子様 坂田会長、1年間お疲れ様でした。次年度もどうぞ宜しくお願い致し 

ます。 

池田茂雄会員 坂田会長、藤永幹事、この一年間、お世話になり有難うございました。           

ご苦労様でした。 

國井 豊会員 坂田会長始め役員の方々、今年御苦労様です。また来期もよろしく。 

那須宗弘会員 徳田会員退院おめでとうございます。 

那須宗弘会員 坂田会長始め幹事・ＳＡＡさん、１年間御苦労様でした。今日はゆ 

っくり御寛ぎ下さい。 

山中喜八郎会員 今年も会長さん、幹事さん１年間有難うございました。 

山ノ内修一会員 坂田会長、藤永幹事、池永ＳＡＡ、１年間お疲れ様でした。 

宇瀬治夫会員 徳田会員・新井会員お元気になられています。私ももう少しで元気 

100万倍！今後共宜しく。山崎会員ももう少しです。 

坂田会長有難う。お疲れさん！ 

北側一雄会員 坂田会長・藤永幹事・池永ＳＡＡ、役員の皆様、１年間大変に御苦労 

様でした。有難うございました。中田さん、頑張って下さい。 

三上尚嘉会員 ご無沙汰しております。今日は宜しくお願いします。 

城岡陽志会員 結婚４０周年を迎えました。 

徳田 稔会員 長い間休みました。 

中田 学会員 坂田会長・藤永幹事・池永ＳＡＡ１年間御苦労様でした。 

木畑 清会員 坂田会長御苦労様でした。本日は家族がお世話になります。 

澤井久和会員 澤井です。遅れました。すみません。 

小西幹夫会員 本日は欠席します。誠にすみません。皆様、楽しんで下さい。 

塩見 守会員 坂田会長・藤永幹事・池永ＳＡＡ１年間お疲れ様でした。 

藤永 誉会員 今年度も皆様大変お世話になり有難うございました。前年度の最終 

例会が昨日のように感じます。皆様のおかげです。感謝 ♡ 

嶽盛和三会員 1年間お世話になりました。本年度会長幹事、役員の皆様方御苦労様 

でした。 

ＳＡＡ報告(6月 10日) 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告(6月 18日) 

 

時間 

 



 - 8 - 

奥野圭作会員 会長・幹事さん始め、理事・役員の皆様、大変お世話になりまし 

た。有難うございました。 

合計 １０２，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 週報  

（２）幹事報告  

  ・次週の例会は例会変更となり、最終例会を６月１８日(土)１７時３０分より、南

海グリル天兆閣別館「ローズ」にて開催いたします。 

    

 

 

（１）本日の配布物  

プログラム・年間ニコニコ集計表  

（２）幹事報告  

  ・次週24日(金)の例会は、休会です。 

  ・次回の例会は7月1日(金)です。 

・2016-17年度第1回定例理事会は、7月8日(金)例会後に開催いたしますので、

理事・役員の方々はお集まりくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告(6月 10日) 

 

時間 

 

幹事報告(6月 18日) 

 

時間 

 

堺北ＲＣ基金表彰 
＜第６回ゴールド・ファンドフェロー＞ 

國井豊会員 

 

＜第３回マルチプル・ファンドフェロー＞ 

堀畑好秀会員・池田茂雄会員 

 

＜第２回ダブル・ファンドフェロー＞ 

宇瀬治夫会員 

 

＜第１回シングル・ファンドフェロー＞ 

新井茂文会員・山中喜八郎会員・城岡陽志会員 

徳田 稔会員・中田 学会員・坂田兼則会員 

 

＜準ファンドフェロー＞ 

那須宗弘会員・山ノ内修一会員・山崎市郎会員

北側一雄会員・三上尚嘉会員・辰 正博会員 

泉谷一郎会員・木畑 清会員・澤井久和会員 

米澤邦明会員・中川 澄会員・小西幹夫会員 

塩見 守会員・藤永 誉会員 
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2015-16年度最終例会 
日時：6月 18日(土)於いて、南海グリル天兆閣別館「ローズ」 

坂田会長・藤永幹事・池永ＳＡＡ 

 １年間有難うございました！！ 
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          準備の都合上、卓題は必ず２週間前までに事務局へお知らせ下さい。 堺北ロータリークラブ 

日  付 行    事 卓 話 者 日  付 行   事 卓 話 者 

2016年 
7月1日(金) 会長就任挨拶 中田 学会長 

2017年 
1月3日(火) 特別例会・開口神社参拝 － － － 

  8日(金) 第1回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ  ー 各委員長 6日(金)  木畑 清会員 

  15日(金)  池田茂雄会員 12日(木) 堺9RC新春合同例会 － － － 

  22日(金)  中川 澄会員 13日(金) 12日に例会変更 － － － 

29日(金) 30日に例会変更 － － － 20日(金)  平野祥之会員 

30日(土) ビア・パーティ 場所：太閤園 27日(金)  奥野圭作会員 

8月5日(金) 会員総会・会員増強月間 城岡陽志委員長 2月3日(金) 国際奉仕フォーラム 池永隆昭委員長 

  12日(金) 休会 － － － 10日(金) 第2回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ  ー 各委員長 

  19日(金)  小西幹夫会員 17日(金)  嶽盛和三会員 

  26日(金) テーブル会議 － － － 24日(金) テーブル会議 － － － 

9月2日(金) 新世代フォーラム 澤井久和委員長 3月3日(金)  濵口正義会員 

  9日(金)  宇瀬治夫会員 10日(金) 社会奉仕フォーラム 藤永 誉委員長 

  16日(金) 休会・定款第６条 － － － 17日(金) 18日に例会変更 － － － 

  23日(金)  那須宗弘会員 18日(土) 春の親睦家族旅行(日帰り) － － － 

30日(金) ガバナー公式訪問 － － － 24日(金)  辰 正博会員 

10月7日(金) 職業奉仕フォーラム 塩見 守委員長 31日(金) 休会・定款第６条 － － － 

14日(金)  堀畑好秀会員 4月7日(金) ロータリー雑誌フォーラム 坂田兼則委員長 

21日(金) 23日に例会変更 － － － 14日(金)  山崎市郎会員 

23日(日) 地区大会 － － － 21日(金)  山ノ内修一会員 

28日(金) テーブル会議 － － － 28日(金) テーブル会議 － － － 

11月4日(金) ロータリー財団フォーラム 山中喜八郎委員長 5月5日(金) 祝日休会 － － － 

11日(金) 13日囲碁フェスタに例会変更 － － － 12日(金)  北側一雄会員 

13日(日) 第６回子ども囲碁フェスタ － － － 19日(金)  三上尚嘉会員 

 18日(金)  米澤邦明会員 26日(金) 
第3回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 

(次年度の為の)  
次年度各委員長 

25日(金)  國井 豊会員 6月2日(金) 第4回ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘ  ー 各委員長 

12月2日(金) 年次総会・卓話 新井茂文会員 9日(金) 会長退任挨拶 中田 学会長 

9日(金) 上半期を顧みて 中田 学会長 16日(金) 17日に例会変更 － － － 

16日(金) 17日に例会変更 － － － 17日(土) 最終例会 － － － 

17日(土) 忘年家族会 
場所：大阪マリオ

ット都ホテル 
23日(金) 休会・定款第６条 － － － 

23日(金) 祝日休会 － － － 30日(金) 休会・定款第６条 － － － 

30日(金) 休会 － － －    

2016～17 年度 卓話予定表    
 


