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例 会 日
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会 長
幹 事
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事 務 局

木曜日（月4回）
サン・ロイヤルとわだ  TEL.0176-23-2266
竹　島　直　樹
大　竹　正　貴
柿　本　　　聡
柿　本　　　聡

：
：
：
：
：
：

昼例会は12：30 ～ 13：30
詳しくはHPをご覧ください。

      ニコニコ BOX
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・佐 々 木君　ニコ　竹島さんのご尊父のご冥福をお祈

り致します。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。

・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・溝 口君　ニコ　よろしくお願いします。
・大 下 内君　ニコ　ヨロシクです。
・白 濵君　ニコ　宜しくお願いします。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・欠 畑君　ニコ　芋田会長もラスト１ケ月！早く 30

名復活したいですね。
・芋 田君　ニコ　最後の１ケ月となりました。宜し

くお願いします。
・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　　1,084 円

第 2953回例会
令和４年 6 月 2 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

竹島新会長・大竹新幹事
　新年度がいよいよスタート !!

新旧会長幹事がスクラムを組んで健闘を誓いました。新旧会長幹事がスクラムを組んで健闘を誓いました。
芋田会長芋田会長 竹島新会長竹島新会長 大竹新幹事大竹新幹事 溝口幹事溝口幹事
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クラブ協議会

１）大下内乙美会員休会について
慣例にしたがい、年会費は半額の 65,000 円とする。
寄付金特別会費及び地区への協力金は全額徴収す
る。

２）2022-23 年度活動計画について
竹島直樹会長エレクトが、ご尊父様がなくなり本日
欠席のため、繰り越しとする。

３）2022-23 年度予算（案）について
　　金沢守昭会計より予算の説明。
４）2022-23 年度プログラム実施予定について
　　柿本聡事務局より説明。
５）竹島直樹会員ご尊父様葬儀について

慶弔規定に基づき、香典 5,000 円と生花を準備し
ました。本日が通夜のため、事後報告となります。

６）十和田市官庁街通りにある馬に関するオブジェの清
掃について
開催案
十和田市役所が管理している芸術作品以外のオブ
ジェのみの清掃。芸術作品は洗剤などの規制がある
ため清掃しない。

日　　時：６月 11 日（土）6：00 ～ 7：00
集合場所：十和田商工会館前
準 備 物：雑巾やバケツなどの清掃用具は、各自

持参する。
（雨天の場合は中止）

〇柿本　聡 事務局
　先週のクラブフォーラムで、高村和雄研修・教育委
員長から提案があり、継続協議となっている理事会と
クラブ協議会を別けて開催する件について、本日の例
会で試験的に開催する。例会にてクラブ協議会を開催
し、例会後に理事会を開催する。ただし、試験的に開
催するため、例会後の理事会時にも理事者以外の会員
にも同席していただき、改めて協議する。

委員会報告

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   

・６月のロータリーレート　127 円／＄
・友事務所から、時差出勤と在宅勤務併用のお知らせが

来ました。
　　概ね６月末まで。
・相田喜一郎東第２グループガバナー補佐から、2022-

23 年度　会長・幹事会開催の案内が来ました。
　　日時：６月 17 日（金）11：00
　　場所：きざん三沢（三沢市堀口 17-128）
・竹島直樹会員のご尊父様がなくなられました。
　　通夜は６月２日（木）
　　一般参列者受付：17：00 ～ 18：00
　　場　　　　　所：まごころホール十和田

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

会長報告　芋 田 一 志  会 長

　本日の新聞の記事に、『定年。電話ボックス清掃に挑戦』
という記事がありました。その内容の中に、「ささやか
でも社会貢献が出来ることに張り合いを感じている」と
ありました。
　この様な人生を歩むことが出来るように、私も頑張っ
て行きたいと思います。

・ロータリー財団から溝口奈美子幹事に、寄付累計が
1,000 ドルを超えたので、ポール・ハリス・フェロー
の認証状とバッチがきたので、伝達します。

・地区事務所から、公式訪問のお知らせが来ました。
　　日時：８月４日（木）16：00 会長幹事面談
　　　　　　　　　　　　17：00 クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　18：30 公式訪問例会
　　場所：サン・ロイヤルとわだ
・小さな親切運動十和田支部から、令和４年度定期総会

開催のお知らせが来ました。
　　日　　　時：６月 18 日（土）14：00 ～ 14：45
　　場　　　所：トワーレ（市民交流プラザ）
　　参加予定者：金沢 守昭 会計
・小さな親切運動十和田支部から、会費納入のお願いが

来ました。
年会費 10,000 円（賛助会員）
７月（2022 － 23 年度）になってから納入する。

・十和田市官庁街通りにある馬に関するオブジェの清掃
について、十和田市役所に問い合わせをしました。十
和田市が管理しているオブジェであれば、水拭きで清
掃して良いという事でした。ただし、芸術作品につい
ては、水拭きすることは良いが洗剤などの制限がある
ので、市役所の職員の立ち合いが必要との事でした。
当クラブが予定している６時からの清掃では、時間帯
的に市役所の職員の立ち合いは難しいとの事なので、
今回は十和田市が管理している芸術作品以外のオブジ
ェの清掃にしたいと思います。

R 財団寄付が1,000ドル超えの溝口幹事（右）R 財団寄付が1,000ドル超えの溝口幹事（右）
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クラブ協議会

第 2954回例会
令和４年 6 月 9 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・芋 田君　ニコ　６月 11 日（土）官庁街清掃、宜し
くご協力お願いします。

・高 村君　ニコ　よろしく。
・大 久 保君　ニコ　よろしく。
・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・欠 畑君　ニコ　６月、芋田会長ラストスパート！

経済・社会を回していこう！ヒュー
ストンでの国際大会が終了したと
のこと。来年はシドニー or メルボ
ルン？行きたいな。

・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・竹 島君　ニコ　よろしくお願いいたします。
・大 竹君　ニコ　よろしくお願いします。
・佐 々 木君　ニコ　よろしくお願いします。
・白 濵君　ニコ　宜しくお願いします。
・カ ン　　　　　1,316 円

・６月11日（土）６時から、官庁街通りの馬のオブジェ
の清掃があります。集合場所は、商工会館前です。プ
レスリリースも出しています。

・地区事務所から、『2021-22 年度表彰について』が来
ました。当クラブでは、高村和雄会員が 80 歳を迎え
たので、長寿ロータリアンとして申請します。

・築館智大ガバナーノミニーから、2022-23 年度　会
　長・幹事に例会会場の Web 環境に関するアンケート

が来ました。
・ＲＩ会員増強担当部から、会員増強詳細報告が来まし

た。

理事会後のクラブ協議会で出された意見
・クラブ協議会で話し合われたことを、再び理事会で承

認するだけだから、合理的に考えれば『クラブ協議会
兼理事会』と、従来通り兼ねて開催しても良いと思う。

・今日は理事全員で 14 名のうち８名と、ギリギリ定足
数を満たしたが、１名でも欠けると理事会がお流れと
なる。過去に於いて、何回も定足数を満たせなかった
ことがある。2006 年頃から兼ねて開催するように
なったから、すでに 10 年以上も兼ねて開催してきた
という実績がある。

・『クラブ協議会兼理事会』となっているので、理事者
以外も発言できる。

・理事会をクラブ細則に「クラブ協議会と兼ねて開催す
ることができる」と明記すれば、クラブ細則としても

『クラブ協議会兼理事会』が認められる。クラブ細則
の変更をクラブの全体会議にかける。

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　世の中では不穏な動きがあり、地球が壊れないのか心
配しているところです。そのような中、我々は小さいけ
れども、できる範囲で奉仕をしていきたいと思います。
６月 11 日（土）には官庁街通りの馬のオブジェの清掃
がありますので、ご協力をお願いします。

ロータリーの友の解説
金沢 守昭 ロータリー情報・雑誌副委員長

令和４年 6 月 2 日（木）13：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ
・定足数の確認

理事者 14 名　本日出席者８名　よって本理事会は成
立することを報告します。

１）大下内乙美会員休会の件
慣例にしたがい、年会費は半額の 65,000 円とする。
寄付特別会費は全額徴収する。

２）2022-23 年度活動計画の件
竹島直樹会長エレクトが、ご尊父様がなくなり本日
欠席のため、繰り越しとする。

３）2022-23 年度予算（案）の件
　　金沢守昭会計より予算の説明。
４）2022-23 年度プログラム実施予定の件
　　柿本聡事務局より説明。
５）竹島直樹会員ご尊父様葬儀の件

慶弔規定に基づき、香典 5,000 円と生花を準備し
ました。本日が通夜のため、事後報告となります。

６）十和田市官庁街通りにある馬に関するオブジェの清
掃の件

　　開催案
　　十和田市役所が管理している芸術作品以外のオブ

ジェのみの清掃。芸術作品は洗剤などの規制がある
ため清掃しない。

　　　日　　時：６月 11 日（土）6：00 ～ 7：00
　　　集合場所：十和田商工会館前

準 備 物：雑巾やバケツなどの清掃用具は、各自
持参する。

　　　　　　　　（雨天の場合は中止）
上記の通り全員一致で承認

理　事　会

幹事報告 代理 大竹 正貴 副幹事
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参加者：会員 12 名、欠畑会員夫人
　芋田会長の挨拶の後、馬に関するオブジェの清掃奉仕
活動を行いました。
　本来は、官庁街通り両サイドの馬のオブジェの清掃を
予定していましたが、南側歩道にて樹木に薬剤散布をし
ていたため、北側の歩道にある馬のオブジェを中心に清
掃を行いました。天候に恵まれ、会員同士協力しながら
清掃奉仕活動が出来ました。

令和４年６月 11 日（土）６：00 ～７：00
於：十和田市官庁街通り

十和田市官庁街通り馬のオブジェ清掃奉仕活動

クラブ協議会

１）理事会運営について
高村和雄研修・教育委員長から提案があり、継続協
議となっている理事会とクラブ協議会を別けて開催
する件について、６月２日の例会で試験的にクラブ
協議会と、理事会を別けて開催しました。その後の
クラブ協議会での意見（６月２日会報参照）をもと
に、細則の変更を提案します。
変更（案）

十和田東ロータリークラブ細則　第２条　理事会
に、以下の文章を追加する。

「尚、理事会は例会に於いて、クラブ協議会と兼
ねて開催することができる」

（補足説明）
細則を変更する場合は、全会員に 21 日前に改正
案を告知することになっているので、６月９日

（木）メールにて告知。７月７日（木）の例会で
審議をして採決を取る。
　定足数：会員総数の３分の１（総会員数27名。
　　　　　従って定足数は 10 名以上）
　採　決：出席者の３分の２

委員会報告

〇金 沢 守 昭 会計
　５月 19 日（木）に承認をいただいた、地区補助金
の使い方について、三本木農業恵拓高校に対する抗原
検査キット支援などが、地区の審査を通りましたので
早急に進めます。その際予算の不足分については当ク
ラブから補填します。（承認済み）

〇竹 島 直 樹 会員
　先日は、父の葬儀に際して、皆様方並びにクラブよ
り心遣いをいただき、ありがとうございました。

〇高 村 和 雄 会員
　八戸北ＲＣの会員から、ＪＡＦ主催の全日本ダート
トライアル選手権のポスターの掲示のお願いが来まし
た。
　日時：６月 19 日（日）９：00 ～ 15：00
　場所：サーキットパーク切谷内
欠畑茂治会員事業所の、スーパーカケモに掲示する。

　令和３年 12 月９日（木）の例会で卓話をした続きの
説明。年表をもとに羅東扶輪社関連・当クラブの活動内
容について説明がされた。

卓話　当クラブ初代～ 55 代までの年表の
　　　説明　大久保 一穂 副会計

清清掃奉仕活動をする芋田一志会長清清掃奉仕活動をする芋田一志会長

清掃奉仕活動をする竹島直樹会長エレクト（左）清掃奉仕活動をする竹島直樹会長エレクト（左）

清掃奉仕活動後、馬のオブジェと共に、記念撮影清掃奉仕活動後、馬のオブジェと共に、記念撮影
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クラブ協議会兼理事会
１）入会金免除の件

大久保印刷から大久保一穂会員と交代して、杉山克
也様が入会予定。交代なので、入会金は免除とする。

２）入会記念品の件
オクトンから、入会記念品であるバッチと帽子を購
入する。

（四つのテスト額は交代なので購入しない）
上記の通り全員一致で承認

〇竹島 直樹 会長エレクト
　今年度は、コロナで何もできない一年でした。来年
度は、色々な事業が出来るのかなと思っています。世
の中では良い話題がないですが、それを糧に頑張って
行きたいと思います。

〇泉　武男 研修・教育副委員長
　入会して31年目になり、年齢も80歳になりました。
これからも宜しくお願いします。

〇白濱 道義 会員増強委員長
　委員長として、なかなか会員の増強が出来ずにいま
す。来年度は委員長として３年目になります。様々な会
合も増えてきたので、声掛けをしていきたいと思います。

〇田中 健太郎 ニコニコＢＯＸ副委員長
　左腕が突然原因不明で腫れて、手術のため 18 日間
入院しました。入院しているときに感じたのは、やは
り健康が一番だと思いました。

〇大久保 一穂 公共イメージ・会報・WEB 副委員長
　７月から交代することになりましたので宜しくお願
いします。ＨＰはサンコウゲイプラスさんへ、会報は
アート印刷さんへ、その他の業務は、柿本聡会員に引
き継ぎました。来週の最終夜例会に参加しますので、
宜しくお願いします。ロータリーには 32 年間お世話
になり、ありがとうございました。

〇金沢 守昭 ロータリー情報・雑誌副委員長
　来週の夜例会に出席すると、ロータリー入会依頼初
めての１年間 100％出席達成になります。会長や幹
事の時にも達成できなかったことなので、達成感があ
ります。

全 員 卓 話

第 2955回例会
令和４年 6 月 16 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・白 濵君　ニコ　宜しくお願いします。芋田会長、
溝口幹事、最終昼例会お疲れ様で
す。ラスト夜例会！楽しみです。

・大 竹君　ニコ　１時 30 分からテレビ収録があり、
早退します。

・溝 口君　ニコ　よろしくお願いします。
・竹 島君　ニコ　よろしくお願いします。
・芋 田君　ニコ　６月 11 日早朝清掃ご協力ありがと

うございました。大久保さんの後
任の杉山さんを歓迎して。

・ 泉 君　ニコ　よろしく。
・金 沢君　ニコ　よろしくです。
・柿 本君　ニコ　宜しくお願いします。
・大 久 保君　ニコ　７月から私と交代で杉山社長がこ

ちらに入会します。よろしく。
・田中（健）君　ニコ　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　　886 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

　先日の土曜日の早朝清掃、ありがとうございました。
当日の 10 時ごろ官庁街通りを通りましたら、ベンチに
腰かけている方がいて、改めてやって良かったと思いま
した。これをきっかけに様々な団体が清掃をしていただ
ければ良いと思います。

　杉 山　克 也 様（大久保印刷代表取締役社長）

      ビジター

ビジター挨拶
杉山 克也 様（大久保印刷代表取締役社長）

会長報告　芋 田 一 志  会 長

・６月 11 日（土）に開催された、青少年育成十和田市
民会議の総会資料がきたので回覧します。

・地区事務所から、『2022 年規定審議会　クラブと地
区に関連する重要な変更』が来ました。

　この度、交代で十和田東ロータリークラブに入会する
ことになりました。青年会議所やライオンズクラブの経
験はありますが、ロータリークラブは不慣れであります
ので、皆様のご指導をお願いします。

・ハイライトよねやまがきたので、回覧します。
・地区事務所から、米山記念奨学生卓話のお願いが来ま

した。
・地区事務所から、地区補助金報告書提出のお願いが来

ました。締め切りは６月末日。

〇金沢 守昭 会計
・小さな親切運動十和田支部定期総会が、６月18日（土）

に開催予定で、芋田一志会長、黒田真之公共イメージ・
会報・WEB 委員長と私の３名が参加予定です。その
中で、当クラブからの支援金３万円を贈呈してきます。

・６月 24 日（金）に三本木農業恵拓高校を訪問し、地
区補助金を使った抗原検査キット等の支援と、当クラ
ブからの、命の花プロジェクトへの支援金３万円を贈
呈してきます。芋田一志会長の代わりに佐々木紀仁副
会長、黒田真之公共イメージ・会報・WEB 委員長と
私の３名で渡してくる予定です。

・とわだ面接セミナーの今年度のお礼と、来年度のお願
いで、来週の十和田八甲ＲＣの例会に参加してきます。

委員会報告

幹事報告　溝 口 奈 美 子  幹 事   
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      ニコニコ BOX

・工 藤君　ニコ　早くマスクがとれます様に。
・佐 々 木君　ニコ　大久保さん、永い間おつかれ様で

した。
・今 泉君　ニコ　よろしくおねがいします。
・白 濵君　ニコ　芋田会長、溝口幹事、お疲れ様で

した。
・大 下 内君　ニコ　芋田会長、溝口幹事、一年間あり

がとうございました。
・照 井君　ニコ　来年もよろしくお願いします。
・竹 島君　ニコ　芋田会長、溝口幹事、おつかれ様

でした。大久保さん、長い間あり
がとうございました。次年度、み
なさんよろしくお願いします。

・田中（幹）君　ニコ　こんばんは。会長・幹事１年間ご
苦労様でした。皆さん久しぶりで
す。宜しくお願いします。

・大 久 保君　ニコ　芋田会長、溝口幹事、一年間ごく
ろう様でした。

・柿 本君　ニコ　大久保さん、おつかれ様でした。
・白 山君　ニコ　よろしく。
・ 泉 君　ニコ　芋田会長、溝口幹事、一年間ご苦

労様でした。
・金 沢君　ニコ　芋田会長、溝口幹事、おつかれ様

でした。
・溝 口君　ニコ　一年間つたない幹事でしたが、色々

お力添えいただきありがとうござ
いました。

・芋 田君　ニコ　今年一年間、ご協力有難うござい
ました。

・大 竹君　ニコ　芋田さん、溝口さん、おつかれ様
でした。大久保さん、色々ありが
とうございました。

・カ ン　　　　　3,243 円

会長挨拶　芋 田 一 志  会 長

第 2956回例会
令和４年 6 月 23 日（木）18：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ
最終例会

家族会員　竹島会員夫人

令和４年６月 17 日（金）11：00 ～
於：きざん三沢

東第２グループ 2022 － 23 年度 会長・幹事会

参加者：竹島直樹会長エレクト、大竹正貴次期幹事
・主催者の次年度相田喜一郎ガバナー補佐（三沢東

RC）挨拶。
・ガバナー公式訪問の説明があり、当クラブは８月４日
（木）16 時から、サン・ロイヤルとわだで開催。

・地区大会の説明があり、10 月１日（土）、２日（日）
に下北文化会館で本会議、むつグランドホテルで懇親
会を開催。

・ＩＭは、東第１グループと合同で開催予定。
・ガバナー補佐は輪番制で、当クラブは 2024―25 年

度に担当。
・地区目標について９項目の説明。

令和４年６月 18 日（土）14：00 ～ 14：45
於：市民交流プラザ（トワーレ）

『小さな親切運動十和田支部』支援金贈呈

　当クラブ金沢守昭会計から、小さな親切運動十和田支
部柴田康秀支部長へ支援金を贈呈しました。

支援金を渡す金沢会員（左）支援金を渡す金沢会員（左）

〇柿本　聡 クラブ管理運営委員長
　大久保さんから引き継いだ仕事を、何とかこなして
きた状態です。会報作成など、様々なことで大久保さ
んに確認をしていただいていたので、来年度からは少
し不安もありますが、引き続き宜しくお願いします。

〇溝口 奈美子 幹事
　昨年幹事を引き受けてから、あまり期待をしていな
かった国に申し込んでいた補助金が採択され、弘前に
店舗を出店することになり忙しい一年間でした。幹事
として不行き届きのところがあったと思いますが、皆
様の協力で来週の最終例会を迎えることが出来そうで
す。ありがとうございました。

〇芋田 一志 会長
　一年間ご協力いただきありがとうございました。今
年度はコロナで事業が出来ませんでした。平内町にあ
る『米山梅吉揮毫の碑』の見学に皆さんと行くことが
できず、心残りです。そのような中、６月 11 日に（土）
に開催した、官庁街通りの馬のオブジェの清掃ができ
たことが幸いでした。
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　三回目の会長でしたが、本日が今年度最後の例会にな
ります。振り返ってみると、コロナの影響もあり何もで
きない一年でした。そのような中、６月 11 日の早朝に
官庁街通りの清掃ができ、ロータリーらしい活動が出来
ました。小さな親切運動の柴田支部長からは、その様な
活動を一緒にしたいというお声がけをいただきました。
次年度の役員で考えていただければと思います。
　一年間、皆さんに支えていただき、本当にありがとう
ございました。

芋田会長（左）から芋田会長（左）から
　竹島次年度会長へバッチが伝達されました。　竹島次年度会長へバッチが伝達されました。

溝口幹事（左）から溝口幹事（左）から
　大竹次年度幹事へバッチが伝達されました。　大竹次年度幹事へバッチが伝達されました。

交代する大久保会員（右）へ花束贈呈。交代する大久保会員（右）へ花束贈呈。

クラブ協議会

１）組織図変更の件
会員の交代と休会者がでたため、組織図の変更をお
願いします。
副会計から、大久保一穂会員を削除。
公共イメージ・会報・WEB 副委員長を、大久保一
穂会員から杉山克也会員へ変更。
家族・親睦委員長を、大下内乙美会員から溝口奈美
子会員へ変更。
米山奨学生副委員長を、溝口奈美子会員から大下内
乙美会員へ変更。

２）姉妹クラブ羅東扶輪社からの依頼の件
説明：白山春男ポリオ委員長
来年度、羅東扶輪社がグローバル補助金の申請をす
るにあたり、申請書にパートナーシップクラブとし
て、当クラブの会長名を記載したいので、竹島直樹
会長エレクトの氏名とＥメールアドレスを、羅東扶
輪社へ知らせる。
本来であれば、事業の趣旨、予算などの説明が必要
だが、期日が迫っているので、詳細については、改
めて理事会にて説明をする。

上記の通り全員一致で承認

令和４年６月 24 日（金）16：00 ～
於：三本木農業恵拓高校

三本木農業恵拓高校への地区補助金を使った支援品贈呈

参 加 者：佐々木紀仁副会長、金沢守昭会計、黒田真之
会報委員長、佐々木千佳子パストガバナー、
十枝内亘十和田ＲＣ会員

支援内容：抗原検査キット　　　25 個× 4 セット　　　
　　　　　高卒程度公務員直前ゼミ　　　　10 冊　　 　
　　　　　全国大学入試問題データベース　 3 個　
　当クラブ佐々木紀仁副会長から、中村豊校長先生へ支
援品を贈呈しました。

令和４年６月 24 日（金）16：00 ～
於：三本木農業恵拓高校

三本木農業恵拓高校『命の花プロジェクト』支援金贈呈

参加者：佐々木紀仁副会長、金沢守昭会計、黒田真之会
報委員長

　当クラブ佐々木紀仁副会長から、動物学科の担当の先
生へ支援金を贈呈しました。

佐々木副会長から、佐々木副会長から、
担当の先生へ担当の先生へ

佐々木副会長から、佐々木副会長から、
中村豊校長先生へ中村豊校長先生へ



十和田東ロータリークラブ会報 Towada East Rotary Club Report－ 8 －

今 後 の 予 定

7月

7 日（木） 12:30　第 2957 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　会長新年度方針発表
　　　　　　　『友』の解説
14 日（木） 12:30　第 2958 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　委員会活動について（全委員長）
21 日（木） 12:30　第 2959 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　委員会活動について（全委員長）
　　　　　　　クラブ協議会：決算報告
28 日（木） 12:30　第 2960 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：クラブ協議会
　　　　　　　公式訪問打ち合わせ

4 日（木） 18:30　第 2961 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　夜：公式訪問例会

16:00 ～　会長幹事面談
17:00 ～　クラブ協議会
18:00 ～　公式訪問例会

　　　　　　　卓話：田中常浩ガバナー
11 日（木）第 2962 回例会　休会（山の日）
18 日（木） 12:30　第 2963 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
25 日（木） 18:30　第 2964 回例会
　　　　　夜：未定

8月 会員増強・新クラブ結成推進月間


