
 - 1 - 

前回の例会 

2016年 5月 20日(金)第 1708回 

「次年度の為のクラブアッセンブリー」 

次年度委員会委員長 

今週の歌 「奉仕の理想」「こいのぼり」 

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 

〇皆出席表彰(5月度) 該当者なし 
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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)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.jp 
会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者：山ノ内修一 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2016年 5月 27日 第 1708号 

 

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 

2016年 5月 27日(金)第 1709回 

卓 話「田中 一昭 パートⅡ」 

卓話者 株式会社 蓬莱 

常務取締役  田中 一昭 様 

紹介者 國井 豊 会員 

今週の歌 「我等の生業」「朧月夜」 

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 

 

 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 6月 3日(金)第 1710回 

「第４回クラブアッセンブリー」 

今年度委員会委員長 

 

＜５月２０日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           31名 
出席会員           19名 
欠席会員             12名 
ビジター           0名 
ゲスト                      0名 
4月 22日(金)の出席率    74.19％ 

今週の歌 

「朧月夜」 

菜の花畠に、入日薄れ、 

見わたす山の端、霞ふかし。 

春風そよふく、空を見れば、 

夕月かかりて、にほひ淡し。 

http://www.sakai-kita.jp/
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会長 坂田兼則 

 

先日の４月２４日に、ホテル アゴーラリージェンシー堺で 2016―2017年度のための

「地区研修・協議会」が開催されました。次年度は堺RCの福井隆一郎氏が２６４０地

区ガバナーになられます。 

 以前にもお話いたしましたが、当クラブからもガバナー補佐に山中会員、地区雑誌公

共イメージ委員長に宇瀬会員、青少年・ライラ委員長に澤井会員、米山記念奨学委員会

に木畑会員と４名の会員が出ていただいております。 

特に山中会員には、地区ガバナー補佐としての担当区域に、堺フラワー、堺フェニック

ス、堺利晶、KUMATORIひまわりが入っており、非常にやりがいがあるのではないかと

思います。 

 今回の協議会は、全体会議のあとで各部門別会議が開催され、６年前の地区協議会に

戻ったようでありました。前年度の私のときには、各部門を別々の日程で別々の場所で

行われたため、地区協議会の全体像がわかりませんでした。今回あらためて、地区も以

前の方向に動いているのかなと感じました。 

さて、いよいよ今期も実質あと１ヶ月となり、 

本日は、次年度のための「クラブアッセンブリー」です。ちょっと調べましたところ、

「アッセンブリー」とは、パーツ単位ではなく、複数が組み合わされた構成ユニットを

指す言葉だそうです。 

ですから「クラブアッセンブリー」では、堺北クラブを構成している各ユニットすなわ

ち、各委員会・同好会の活動を通じて堺北クラブの活動方針や活動計画を発表・報告し

てもらう時間だと思います。本日の次年度のための「クラブアッセンブリー」は、次期

中田年度における当クラブの方向付けを、担当委員長又担当者は十分確認のうえ、 

「クラブアッセンブリー」の進行をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

会員増強委員会 

委 員 長 城岡陽志 

副委員長 藤永 誉   委 員 堀畑・山中・小西・平野 

〇活動方針 

①準会員制度を活用して会員増強活動をする。 

②純増３名を目標とする。 

〇活動計画 

①会員からの紹介要請 

②若手会員のパワーを集結 

③準会員を増やし、正会員までにもっていく 

④パンフレットの再作成 

〇希望予算額 ５０，０００円 

会長の時間 

時間 

 

次年度の為のクラブアッセンブリー 
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親睦活動委員会 

委 員 長 山ノ内修一 

副委員長 塩見 守 

委  員 坂田・藤永・池永・中川・米澤・宇瀬・澤井・國井・奥野・徳田・辰・木畑 

     城岡・畑中  

〇活動方針 親睦活動を通じて会員相互の親睦と友情を深め、楽しいクラブ作りに貢献

できるよう、活動します。 

〇活動計画 ７月３０日(土)に例会を夜に変更してビア・パーティーを開催します。ま

た、例年通り下記の四大事業の早期計画と円滑なる実施を目指します。また、不定期で

はありますが、インフォーマル・ミーティングも積極的に企画したいと思います。 

１）秋と春の日帰り親睦家族会（これは１泊２日の旅行になる可能性あり） 

２）忘年家族会 

３）最終家族会 

〇希望予算金額 １，１００，０００円 

 

広報委員会 

委 員 長 坂田兼則 

副委員長 中川 澄   委 員 池田・山ノ内・嶽盛  

〇活動方針 

記録文献・クラブ会報・雑誌広報・IT（ホｰムペ－ジ）の各部門が連携し、クラブ及び

クラブ会員への情報伝達、および他クラブ又外部へ向けての情報発信を行う。地区にお

ける雑誌・公共イメージ委員会の行う事業に協力する。 

〇活動計画 

① 記録文献  例会時の唱歌の作成、又各行事における写真の記録を行う。 

② クラブ会報  週報掲載記事の収集に努力する。 

③ 雑誌・広報 「ロータリーの友」の紹介を各月担当者により紹介する。 

④ IT（堺北RCホｰムペ－ジ）の維持管理及び更新を行う 

⑤ その他 

  地区における雑誌・公共イメージ委員会の行う事業に協力する。 

 

「ホームページの維持管理及び更新」 

（池田茂雄委員） 

１．堺北 RCホームページの役割は、クラブ内部並びに外部に向けての広報活動の一つ

でありますが、同時にクラブの活動状況を記録として保存するための「データ保存

用倉庫」としての役割も大きいことであります。 

２．毎月の更新 

(1)毎週発行の週報を一般ページへ掲載 

(2)例会出席欠席の各会員別の記録 

(3)ニコニコ箱への各会員別寄付金の記録 

(4)当クラブ毎月の会計報告(予算との対比等) 

３．数か月に一回必要に応じての更新 

(1)財団・米山・堺北基金の各会員別寄付金の記録 

(2)会員の入会及び退会の記録 

(3)必要に応じての会員名簿の更新 
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(4)クラブ行事のうち、特別な行事をニュースとして掲載 

４．年度初めの更新 

(1)行事年間予定表 

(2)卓話者の年間予定表 

(3)会員専用ページ 

   ・各項目ごとの、各会員別枠組み表の作成 

   ・各項目ごとの、新年度枠組み表の作成 

(4)当クラブ前年度の決算報告書 

(5)当クラブ新年度の収支予算書 

(6)第2640地区前年度会計報告書 

(7)ロータリークラブとは 

   「国際ロータリー会長」・「第 2640地区ガバナー」の紹介等 

(8)クラブ紹介 

   ・当クラブ役員委員会表 

   ・当クラブの主な出来事の整理    

   ・各項目ごとについて、変更事項の更新 

(9)当クラブホームページ全般について 

   ・変更事項等チェックし必要に応じて更新 

５．「ホームページ維持管理委員会」の新設要望 

   第2640地区70クラブの中で、当クラブのホームページはトップクラスではない

でしょうか。今後、このホームページを維持管理してゆくには、独立した委員会で

あるとこが是非必要ではないでしょうか。委員の資格は「出来る・出来ない」では

なく、「やりたい人」にやってもらうことです。「やりたい人」がいなければ、堺北

RCホームページは、やがて無くなってしまいます。委員の役割としては、クラブ

の活動状況を全体的に観察しながら、追加又は改良個所を指摘し、より良い内容に

更新することです。パソコンの技術的な知識など必要ありません。事務局と業者か

らのアドバイスで充分対応できております。是非とも独立した委員会として、委員

が責任と自覚のもとで活動できるような体制にしていただきたい。 

〇希望金額 ３００，０００円 

 

出席委員会 

委 員 長 國井 豊 

副委員長 坂田兼則  委 員 池永・山崎・徳田 

〇活動方針 

例会、その他各種行事において、全員が出席出来る様に務める。 

〇活動計画 

① ホームクラブの出席率を高め、欠席者にはメーキャップを勧める。 

又、例会変更クラブの変更表をＦＡＸする。 

メーキャップは前後２週間になっている。 

② 欠席の多い会員には、紹介者及び入会時のインフォメーションをした幹事とよく相  

談して、原因を確かめ対策を考える。（入会時の気持ちを振り返る様にする） 

③ 出席率を高めるため、１年間で何回か出席率高月間（高上日）を作る。 

④ 出席率を高めるため、一年間皆出席された会員の方々を最終例会に発表（表彰）を 

するようにする。 

〇希望金額  ２００，０００円 
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職業奉仕委員会 

委 員 長 塩見 守 

副委員長 中川 澄   委 員 畑中・城岡・那須・奥野 

〇活動方針 

職業奉仕委員会はロータリークラブの原点と考えられています。会員の皆様に職業奉仕

に対する理解を深め、職業奉仕の活動・実践に向けて努力します。 

〇活動計画 

① 職業奉仕について会員卓話・外部卓話をお願いして各会員の皆様に理解を深めて 

いただく。 

② テーブル会議・ファイヤーサイドミーティング等で職業奉仕に対しての意見交換を 

実施します。 

③ 親睦活動委員会に協力をお願いして職業奉仕に関連した施設見学・体験を実施しま 

す。 

〇希望金額  １００，０００円 

 

社会奉仕委員会 

委 員 長 藤永 誉 

副委員長 塩見 守   委 員 辰・那須・三上 

〇活動方針 

「みんなで、もっと喜んでもらえる集団にしましょう」これまでに社会奉仕委員会活 

動を通じて沢山のありがとうをいただきました。社会の皆さまにもっと喜んでいただ  

けるよう奉仕活動で貢献します。また、委員会としての活動以外でも個人的にも社会 

に貢献できる気持ちを養える委員会にします。皆様のご協力よろしくお願い申し上げ 

ます。 

〇活動計画 

・委員会 7月中旬 

・清心寮夏合宿 8月27日（予定） 

・仁徳清掃 11月初旬、3月中旬 

・交通安全 9月中旬、4月初旬 

・清心寮バーベキュー 10月下旬 

・ガールスカウト新年会 1月8日（予定） 

・清心寮春場所稽古見学 ３月初旬 

・ダメゼッタイ募金 毎月第 3例会 

〇希望金額  ３５０，０００円 

 

新世代委員会 

委 員 長 澤井 久和 

副委員長 平野 祥之   委 員 新井・池田 

〇活動方針 

青少年の為に、良きアドバイス・体験をしていただきたい。 

又、将来のロータリアンになってもらいたい。ロータリークラブを知って頂きたい。 

〇活動計画 

 今年度地区ライラ委員長として、地区ライラセミナーを実施させ、成功させたいと共 

にロータリアンとしての親睦を深めたい。 

地区ライラ委員会を、ライラセミナーまで８回は実施予定。 

ライラセミナー１泊２日又は、２泊３日で計画中です。あとは予算問題！ 
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〇希望予算額 ５０，０００円 

 

国際奉仕委員会 

委 員 長 池永 隆昭 

副委員長 平野 祥之   委 員 嶽盛・泉谷・小西・宇瀬・澤井 

〇活動方針 

 友好クラブ等と連携して 国際奉仕プログラムに参加すると共に 友好クラブとの更 

なる親善を図る。奨学生のサポートをする。 

〇活動計画 

 タイ・ノンケーム RC ブンクム RCと連携し国際奉仕プログラムに参加する 

〇希望金額   ５００，０００円 

 

ロータリー財団委員会 

委 員 長 山中 喜八郎 

副委員長 塩見 守   委 員 堀畑・濵口・嶽盛 

〇活動方針 

昨年は、各回アッセンブリー時 

２回ロータリー財団委員会の時に１回と、ロータリー財団の事をかなり詳しくお伝えし

ました。 

私を含め、財団の事をもっと知ってほしい年間２万円の寄付は、どう使われているかが

分からないとお金も勿論ないし、ロータリークラブにいる意味が分からなくなります。

財団は紺元です。ここをわからないと多分ロータリークラブにおり、やる意欲がなくな

り、最終的にやめます。 

ロータリー財団はいつ誰が何のために作ったのか。それはだれの指示で、何の為に使っ

ているのか。そうするとどうなるのか。という事は、必ず理解して下さい。 

また、ロータリー財団月間の時にお渡しした、2840地区の成塚財団委員長さんのお話

しをお忘れなきようにお願いいたします。 

年次寄付とは、毎日庭に水をまき花に水分を与える様なものです。 

恒久寄付とは、いつでも水が撒けるように、充分な水を用意している貯蔵池の様なもの

です。 

どちらも必要です。 

次年度は、ロータリーのクレジットを勧めます。来年も、財団寄付は同額お願い致しま

す。 

〇希望予算額 ５０，０００円 

 

米山奨学委員会 

委 員 長 米澤 邦明  

副委員長 小西 幹夫  委 員 北側・木畑 

〇活動方針 

米山基金の増強を推し進め、毎年奨学生を堺北に獲得出来るように努めます。又、カウ

ンセラーには小西会員にお願いいたします。。 

〇活動計画 

今年度は、我が堺北クラブに奨学生グエン・ティ・パンガーさんを迎えることが出来ま

した。 

クラブの例会はもちろんいろいろなイベントに参加するよう推し進めます。 

〇希望金額   ５０，０００円 
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囲碁大会準備委員会 

委 員 長 宇瀬 治夫 

副委員長 塩見 守・藤永 誉・池永 隆昭 

委    員 会員全員 

〇活動計画 

子ども囲碁フェスタ・堺は本年度で第６回を迎えます。堺の子ども達を中心として、健

全育成と日本の伝統文化の普及を目的として活動を進めて行きます。又、御父兄の理解

を頂いて、親子の共通の話題として発展できればと考えています。 

本年度御後援予定 

堺市教育委員会・堺市子ども育成協議会・堺商工会議所・日本棋院 

〇活動計画 

第６回子ども囲碁フェスタ・堺 開催 

開 催 日 平成２８年１１月１３日（日） 

開催場所 サンスクエア堺 Ａ棟 ２Ｆ 

     （ＪＲ堺市駅から西へ３００ｍ） 

開催内容 子ども囲碁入門教室 

     子ども囲碁名人戦 

役割分担等、実行に向けて７月に第１回打ち合わせ会議・９月に第２回打ち合わせ会

議・１０月に第１回実行委員会・１１月に第２回実行委員会を開催します。 

子ども囲碁フェスタ・堺 ＨＰの立ち上げ 

〇希望予算額 １００，０００円 

 

Ｓ Ａ Ａ 

委 員 長 木畑 清 

副委員長 小西幹夫 

〇活動方針 

例会運営を、会員の皆様の意見を集約して行いたいと思います。 

〇活度計画 例会の進行 

 

会 計 

委 員 長 池田茂雄 

〇活動方針・計画 

（１）当クラブには、「一般会計の部」・「ニコニコ会計の部」・「堺北基金特別会計の

部」・「記念行事特別会計の部」・「囲碁フェスタ特別会計の部」の5会計部門があ

りますが、各部門ごとの預金管理を事務局とともに行います。 

（２）前項のうち、「一般会計の部」と「ニコニコ会計の部」については、毎月の会計

報告を翌月中に当クラブホームページ「会員専用ページ」にアップし、各委員会

ごとの予算執行状況を確認していただけるよう努めます。 

（３）当クラブの什器備品類についての保存管理を事務局とともに行います。 

 

写真同好会 

代表世話人 米澤邦明 

世 話 人 藤永  

〇活動方針 

堺北 RCの活動の記録・想い出として、各委員会に協力していく。 

〇活動計画 
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・ビア・パーティ 

・子ども囲碁フェスタ・堺 

・忘年例会 

・春の親睦家族旅行 

・最終例会 

各行事の写真を撮る。 

その他、お声がかかれば取らせて頂きます。 

 

ゴルフ同好会 

代表世話人 塩見 守 

世 話 人 藤永・中田 

〇活動方針 

ゴルフを通じて会員およびご家族の皆様の親睦を深めるとともに他クラブからの参加に

よるクラブ間の交流を行う。また新入会員候補者をお誘いして、親交とロータリーへの

理解を深める。 

〇活動計画 

１）１年間で北輪会を４回ほど開催予定 

２）第８７回北輪会を９月１０日（土）天野山カントリークラブにて開催予定 

３）地区大会記念ゴルフ大会に参加 

４）互輪会に参加 

 

歩こう会 

代表世話人 中川 澄 

世 話 人 山ノ内・藤永 

〇活動方針 

・誰でも気楽に楽しく参加できるよう、１０㎞程度の歩行行事を企画し、観光・グルメ   

企画とのタイアップも検討する。 

・他方、トライアスロンやフルマラソンに参加している会員がいることも踏まえ、長距  

離歩行行事への参加も呼びかける。 

〇活動計画 

【他団体主催企画への参加呼びかけ】 

・１月 環状線一周ウォーク（１３㎞又は２７㎞） 

・３月 青山大会（６３㎞） 

・６月 堺ツーデーウォーク（３５㎞、１０㎞） 

【独自企画】 

・１０㎞程度歩き、最後に食事をする企画を検討する。 

 

囲碁同好会 

代表世話人 宇瀬 治夫 

世 話 人 池田 茂雄 

〇活動方針 

囲碁はルールが簡単でシンプルなゲームですが、不思議なほど奥が深く、次第にその

面白さに魅了されてしまうのが囲碁なのです。囲碁は大変魅力のあるゲームです。 

会員の皆さん、囲碁に興味を感じて頂きながら、僅かの時間を通してでも親睦を図ろ

うではありませんか。 

〇活動計画 
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事務局に、「１９路盤・１３路盤・９路盤」共に備え付けております。例会前、又は

例会後に僅かでも時間をつくって頂き、囲碁を身近かに感じながら、楽しみの輪を広げ

ようではありませんか。 

 会員の皆さん、ご遠慮なく世話人に声をかけて下さいますよう、お待ちしておりま

す。 

 

グルメの会 

代表世話人 木畑 清 

世 話 人 小西 

〇活動方針 

親睦活動委員会の協力のもと、 

年に１～２回催したいと思います。 

 

落語愛好会 

代表世話人 藤永 誉 

世 話 人 奥野 

〇活動方針 

落語・講談で楽しみながら文化を学び会員、ご家族、ご友人のみなさまに見聞を広げて

いただき寄席が盛り上がることで地域活性化に貢献するＷメリット活動にします。 

〇活動計画 

毎月第４日曜日に奥野清明堂ホールにて開催されるおたび寄席に参加させていただきま

す。 

当月の演目が決まったら例会・メールまたは FAXにてご紹介させていただきます。 

また、その他の関連する落語等の芸能イベントへのご案内や参加もしていこうと考えて

います。 

 

 

 

広報委員会 

委員 池田茂雄 

「子ども囲碁フェスタ・堺・ＨＰ立ち上げ」 

 

この度、「子ども囲碁フェスタ・堺」のホームページを立ち上げました。 

現在の当クラブのホームページを開き、トップページに表示されている大きなマー

ク「子ども囲碁フェスタ・堺」をクリックすると、「子ども囲碁フェスタ・堺」の

ホームページが表示されます。 

 今回は、昨年 11月に実施されました第 5回行事の結果報告を掲載しておりま

す。今年 9月には、第 6回行事の参加申し込み等をアップいたします。今回から、

インターネットでの参加申し込みができるようになります。ご期待ください。 

 

 

 

 

 

委員会報告 
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会員増強委員会 

委員長 嶽盛和三 

「会員増強委員会報告」 

 

平成 28年 5月 13日(金)午後 6時 30分～「すし亭幹」にて 

委員会を開催。 

出席者は山中副委員長・城岡・塩見・那須・嶽盛・小西(新入会員推薦者)各会員、 

オブザーバーに坂田会長・中田会長エレクト・池田・山ノ内・笹山各会員 計１１

名出席。 

 

・小西・中川会員推薦の新入会員候補者には、理事会・会員各位の承認手続きを終

えた後、次年度 7月 1日に入会いただく予定 

<意見>  

１．現在の会員の退会を防止する 

２．会員への影響などを考えると自身を持って、会員の推薦が出来ない。 

３．会員の質の低下につながらない健全な会員を増強するためには 

①クラブ組織の強化 

 単に会員を増強して肥大化するのではなく、効果的なクラブにする。 

②会員ひとりひとりの資質及び能力の開発 

 クラブに完成というものがないように、ロータリアンにも完成はありませ

ん。組織の成長発展はメンバーひとりひとりの成長、発展に支えられていま

す。「入りて学び、出でて奉仕せよ」の実践が大切です。 

  

 

広報委員会 

広報委員 笹山悦夫 

「ロータリーの友 5月号のご紹介」 

 

【横組み記事】 

「ロータリーの物語は書き換えられなければならない」 

Ｐ３（ＲＩ指定記事） 

ラビンドランＲＩ会長のメッセージの趣旨は、地域社会への奉仕を考える場合には

女性グループの力の大きさを知るべきであり、その力をロータリー女性会員の拡大

に結び付けるよう訴えているように思います。確かに、自分が住んでいる地域に目

を向けると援助を必要とする人々への奉仕活動では女性の目覚ましい活躍が目立ち

ます。地域福祉活動の現場は女性なくして考えられません。社会奉仕を掲げるロー

タリーとして女性の会員拡大の努力をするとともに、一方で、最も身近なロータリ

ー会員の奥様や家族の理解と協力を得る意識的な努力も一層必要になってきている

のではと思います。 

 

【縦組み記事】 

「はきものをそろえる 私の凡事徹底」Ｐ４ 

児童養育施設円福寺愛育園園長の藤本光世氏の記念講演ですが、とてもシンプルな
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お話でありながら、かつ奥深い内容に強い印象を受けました。今までの私自身の最

も足りなかったところを指摘されているようで、身の引き締まる思いでした。 

奉仕の理想の原点が、「はきものをそろえる」という身近な行動の凡事徹底にある

と氏は言われます。はきものをそろえることは、自分の足下を見ること、そして、

周りの人に思いやりの心を与えるという意味があるそうです。気持ちが落ち着かな

いとき、身の回りの整理をすると自然と気持ちが落ち着き、ゆとりのようなものが

出てくる。 

はきものをそろえる、トイレ掃除をするという平凡なことを徹底して、継続するこ

とによって、平凡が非凡になる。それが凡事徹底です。そこから人間として最も大

切な信用が築かれていくのだろうと思います。確かに、「いいことを言っても、平

凡なことをきっちりしない人」はあまり信用されませんが、「いい加減なことを言

っても、平凡なことをきっちりする人」は信用されるのではないでしょうか。はき

ものがそろえば、心もそろう。自分自身を変える第一歩として、凡事徹底を実践し

たいと思いました。 

 

 

 

中田 学会員 ちょっと良い事がありました。 

嶽盛和三会員 先週13日会員増強委員会出席有難うございました。 

畑中一辰会員 ご無沙汰しております。 

合計 １０，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 週報 ・ロータリーの友 

（２）幹事報告  

   ・次週の例会は、國井会員のご紹介で株式会社 蓬莱 田中 一昭 様に卓話して 

頂きます。お楽しみに！ 

   ・6月3日（金）の例会は、第４回クラブアッセンブリーです。 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

・堺ロータリークラブ 

 6月23日(木)→同日18時～ 於 聘珍樓 

   6月30日(木)→定款第6条第1節により休会 

  ・堺東南ロータリークラブ 

   6月23日(木)→会長幹事慰労会 18：00～ 於：南海グリル  

   6月30日(木)→定款第6条第1節により 休会    

・和泉ロータリークラブ 

   6月22日(水)→6月23日(木)午後6時から【2015-2016年度最終例会】 

於：浅井東迎（中央区心斎橋筋2-2-30境ビル） 

6月29日(水)→定款第６条第１節により 休会 

 

 

幹事報告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 


