
家族月間

１２月１６日（金） １２月２３日（金） １２月３０日（金） １月６日（金）

卓話 家族会 17 時 30 受付 １２月２３日に変更 休会定款６－１

池崎 晴美氏 ホテルプラザ勝川 例会は有りません
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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「灯台守」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 野浪 正毅君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

灯台守

こおれる月かげ 空にさえて

ま冬のあら波 よする小島

思えよ灯台 守る人の

とうときやさしき 愛の心

今月の祝福

会員誕生日

17日 場々大刀雄君 21日 風岡 保広君

26日 野浪 正毅君

夫人誕生日

30 日 松尾 隆徳君・節子さん

結婚記念日

24日 菅原 幹夫君

アテンダンス表彰

１６ヶ年 山田 治君

２０１1 年１２月９日（金）第２０７３回（１２月第２例会）

５ヶ年 杉山 孝明君

２ヶ年 峠 テル子君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

１２月第１例会は、年次総会になっており、今日

の議題は２０１２～２０１３年度理事・役員の承

認でございます。一つ宜しくお願いいたします。

今月は、家族月間でございます。１２月２３日

には年忘れ家族会が企画されており、例年のよう

に会員とその家族の皆様が一同に会し、家族の絆

を深め、会員同士の親交を深めていただくように

今、親睦委員会の長谷川委員長を中心に一生懸命

やっていただいております。どうぞ期待していた

だきたと思います。

この１２月の家族月間は、私達が、日頃ロータ

リーで奉仕活動ができるのも家族の支えがあって

初めて可能であって、今月はそのことをよく考え

て家族に感謝をしようという月間だと思います。

年末で慌しい月ではありますが、私自身も家族に

支えられてこの一年やってこられたことを感謝し

て、又新しい年を迎えたいと思っております。あ

りがとうございました。

幹事報告 幹事 北 健司君

① 第6回理事役員会審議事項報告

11月一般会計報告 承認可決

次年度理事役員の件 承認可決

後期会費¥160,000.の件 承認可決

1/29東尾張分区IM全員登録の件 承認可決

皆様全員の口座より会費¥4,000.を 1 月に引き落

としさせていただきます。

名鉄犬山ホテルへの送迎バスを準備する予定です。



② 第 6回クラブ会員増強委員会開催の案内

日時：2011 年 12月 9日（金）13:30～

場所：ソレイユ

出席予定者：会員増強委員会、会長、副会長、

会長エレクト、幹事

◎例会変更のお知らせ

名古屋名駅 １２月２１日(水) １２月２１日（水）

ＲＣ 夜間例会の為名鉄ニューグランドホテル

岩 倉 １２月２０日(火) １２月１７日（土）

ＲＣ 家族会の為 未定

豊 田 東 １２月２１日(水) １２月２１日（水）１８：３０～

ＲＣ 家族会の為トヨタキャッスル

一 宮 中 央 １２月１４日(水) １２月１４日（水）１８：００

ＲＣ 家族例会の為 未定

名古屋名北 １２月１４日(水) １２月１７日土）

ＲＣ 家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

愛知長久手 １２月１３日(火) １２月１３日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為ござらっせ

羽 島 １２月２０日(火) １２月２３日（金）１７：３０～

ＲＣ 家族会の為 都ホテル

岡 崎 南 １２月２０日(火) １２月１９日（月）１８：３０～

ＲＣ 家族会の為 岡崎ニューグランドホテル

名古屋守山 １２月２１日(水) １２月２１日（水）

ＲＣ 家族会の為 マリオットアソシアホテル

名古屋名南 １２月２０日(火) １２月２２日（木）

ＲＣ 家族会の為 マリオットアソシアホテル

あ ま １２月１９日(月) １２月１９日（月）

ＲＣ 家族会の為

◎例会休会のお知らせ

○名古屋清須ＲＣ １２月２０日（火）は休会

○岩倉ＲＣ １２月２０日（火）は休会

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 13 名 出席率 82.6%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率 98%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○次年度、理事役員の皆様、ご苦労様です。よろ

しくお願いいたします。 風岡 保広君

○！！！！（アソビゴコロ） 近藤 太門君

○欠席が多くてすみません。 杉山 孝明君

○師走の季節になりました。今年もまた頑張るぞ。

宅間 秀順君

○総会

足立 治夫君 浅井 瀧治君 長谷川英輝君

蓮野 美廣君 林 鑛三君 林 憲正君

林 徹君 磯野 俊雄君 伊藤 一裕君

加知 康之君 亀谷 鉦一君 加藤久仁明君

加藤 茂君 貴田 永克君 小島 啓冶君

名畑 豊君 成瀬 浩康君 太田 弘道君

岡田 義邦君 志水ひろみ君 清水 勲君

社本 太郎君 峠 テル子君 屋嘉比良夫君

山田 治君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

２０１２～２０１３年度理事役員

理事役員 名畑 豊

〃 社本 太郎

役 員 屋嘉比良夫

〃 志水ひろみ

〃 加藤久仁明

〃 磯野 俊雄

〃 加知 康之

理 事 加藤 茂

〃 近藤 太門

〃 長谷川英輝

〃 伊藤 純

役 員 峠 テル子

〃 中島 宗幸

〃 松尾 隆徳

〃 風岡 保広



（会長挨拶）

２０１２～２０１３年度理事役員挨拶


