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誰ｼ挙忘学ぶ'釜L，砿管零㎡拳 きょうの例会 〆…………割
；第734回平成9年11月4日（火） ビ

ョ
ビ侭学ぶ弓琴忘響一ら二L,示7尋jぷう学雨学f下鐺心侭挙晦f等j－券‘jn号ﾗｰ炉子津碗等J<,弓轌p､ミツ学一参蝿

識演“ロータリー財剛月間に脚んで”

第2760地区ロータリー111･m委典腿

矢島 茂氏 （紹介水野(fY) ;")

誰ｼ勢，侭琴歸響示曾琴侭挙 先週の記録 炉ﾂ…………瓠

；第733回平成9年10月28日（火） 晴；
E侭學侭琴､弓一一芽4』上,ﾐﾂ夢一等』<澤斗』歸学侭琴同尽ｼ群』年弓らgL,歸挙嚴酔Fｼ農L,歳暮，雨一〆塑ビ

！測同･l'1jllfl､.と柵ができました。佐岬寛湖、 l l腱人選

おめでとう

成田良治君ゴルフ会で制服を作ることにしまし

た ll'ilrlさんのおllti洲で越で半仙8がけ5削引で引

き受けてもらいました。イ『雌うございます。

足立一成君、秋山茂則君、池田隆君、石黒正

則君、神崎住惠さん、河村政孝君、菊池昭元君、

小林明君、小山雅弘君、久野峯一君、宮尾紘

司君、三好親君、水谷祥督君、中根三郎君、鷺

谷龍男君、佐久間良治君、佐野寛君、笹野義春

君、鈴木理之君、田中昭二君、谷口優君、舎人

経昭君、魚津常義君、和田正敏君、吉田節美君、

吉田玄君 15周年記念』･t典、無'lf終わりありがとう

ございました。
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密“奉仕の理想”

鋸出席報告

会員 71(68)名 出席 5酩

出附率 76.47％

前々回 l()I言川! |:1(修T1;出勝率) 98.53%

錫ビジター紹介 1名

|ニコボックス

|鈴木(理)幹事報告’松居敬二君15周年記念式典、無'l『終わり;fl.雌うこ

ざいました。お陰様で優良従紫興表彰を頂き付雌うこ

ざいました。

三輪 康君優良従業員表彰に御協ﾉJ噸きまして．fI

難うございました。

水野民也君お陰様で優良従業員表彰をInきｲ~1.雌う

ございました。下ｲ職i'i防普起_L:式、 よろしく

西尾正巳君お陰様で優良従業典表彰を噸きｲl雛う

ございました。

浅井誠寿君水ｲI渡インターハイ陸_l二筒米・ ~､ ILi米

|･'本選手権二百米催勝に続き、なみはや国体もili'lili,l'j

校の鈴木がI'i米・一阿米を制しました。ご声援に感I洲

いたします。

萩原喜代子さん l()/9～l()/16までメルボルンへ行っ

てまいりました。 2つのロータリークラブに川l'i!散し

ましてバナーを交換してまいりました。ありがとうご

ざいました。 1O/2#1 151,'iflえパーティーのお花のお役

|皇|を唄戴致しましてありがとうございました。

釜谷健一君いろいろあってニコボックス

加藤大豊君大阪秋季lX|体の懇談会で今年も犬I;!、

4xl l lll1公終l'後、 j:1|!'|｛役j.j会を|ﾙl雌致しますので

j:1I! '|$役興の〃は21柵の|Alにお雌まりドさい。

81 1より3f7-11人変忙しい1ﾘlllllお手伝いをお願い

しておりました'|｛勝l'jl)#0;l l lさんが今l1で,聯めら

れますのでおjMIらせ致します，
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鰯バナー紹介
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バナー交換をされる萩原喜代子さん
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鍼蝿揃I | |lllいやりの心を〃繊度会長テー‘マ 思 本紙賎溌生 しております3



｢三覇畷業奉仕委員長挨拶’ .-°.ご・・皇｡.ご'.二・.こ･､言．､二・.こ・友愛の日．ご'.ご・・ごs‘c，‘こ'‘｡｡.ご･.こ・・二・

囹乾杯 水野（民）創立会長

13周年i記念』･上典では会災ﾄﾉjめﾔﾃさん御苦労様でし

た今後もロータリアンとして頑帳っていく蝋を祈念

致します

()－－～～ 自宅住所変更のお知らせ～～～～(）
（） （）

(） 会員池l l l 除イ↑ ()

|｜ 新l i所〒161 F伽|><I)lil l lﾉ亡町2－，1-6 (I（）
() TEI, ()52-76.l-5281 ()
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囮10月度理事会議題

l 新人公興委興会のI'|:

2．年水公此家族公のI'|:

3．新ｲ|皇例会の|'|：

4. 1998～99年度JII! ! |i役興の|'|:

圏例会変更のお知らせ

名『l71ffllf}RC l l/5(水)もみじ|ﾀll会の為、八fIド八

勝館にて18時より

あまRC l l/10(1 1)I#l1"緋の部合の為、緒鉄ニ

ューグランドホテルにて

gl l l城北RC l l/1 l('ﾉ<)職場例会の為、 3菱重[(株）

小牧Ifi l:場にて

名占嵯名ﾙ(RC l l/1 1(%ﾉ0夜|&l例会の為、 18時より

（場〃『は未定）

名占)識mRC l l/1 1(%ﾉ011)l.l例会の為（名北RC合|ril

|#l12r) 、 1 1/12(j<)名II I歴不ミパーク

ホテルにて

名古尾名lfiRC l l/1l('ﾉ0秋の家族公ミュージカル鑑

1‘『会の為、 #', 1'j屋ミュージカル劇

場にて1811#3()分より

名占)寸銘北RC l l/12(水)f!!il"liIRCとの合同夜間例

会の為、 l71 1f3()分より

"11,隈東I*IRC l l/13(4<)地|><ﾉ<会の為、 1 1/9(l l) I､ヨ

タ|j 1IMj ! lil l l l)I( IJ"I I I IM1バース飛

，聯lハ'．.＆火ﾉIリテン|､村にて

名,lij奇州聴RC I I/13(水)ガバナー公式I洲&lの為､ 11/12

（水)", 'ik;側光ホテルにて

名古jM(I I IRC l l/13(ｲ《)例Al例会の為、 18時より

囮次回例会（11月11日）

誰演“私の職兆” 水谷祥将ｲﾄ

“私のll: 'II" 柵本州〕ﾐｲﾔ

/F11は職業喉ll:l l lillということで優良従業員を表

彰させて噸きます

一

｢松居会長挨拶’

袴さん、 こんにちは本i lは職堆奉il:l 1間というこ

とで、催良従卿』表彰のl橘の方をお迎えしての例会

ですそれから、先週萩腺さんが|-|: 'lfでメルボルンへ

ifかれてバナーを2つ交換して来て下さいました

、11クラブも女性の方が3名入られましたが、 このよ

うに活発に活動してlr!ける女‘性会員を数名、年内にも

噸強したいと思っておりますので梼さんどなたかいい

方がありましたら、御紹介をお航い申し上げます

それから、先週の念II"l lに#l 1 ik15刑ｲ|記念式典を無

'i『終え、成ll l'剛｣委興腿以|く、粁様方にI単く御礼申し

'2げます。又、御II I11,'iWInいた御夫人方にも会興の祷様

から御礼の! i.雌をのべてInきたいと忠います。秋l l"

行測委幽災のユニークな|ﾙl会''. i: 11で始まった_式典、懇

親会終l'陵、公典、御ﾉ〈人、 RACの方々皆様が会場

を去り雌く畝I淡する姿を兇ておりましてJI稲に和やか

に楽しい界l)I:|気の! | 'でﾙﾄをとじる'IIがIIII来、誠に嬉し

く思っております l211には家族懇親会がございます

ので、先だってII IWiWl ',米なかった会興、御ﾉぐ人の方々

に少しでも多く御参加してII!けますようお願い研~'しt

げて樅拶といたします
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lOH20H(月)→ll)13U(祝）

緒方洪章細密ペン画展
l l)12011(1<)→30II(ロ）

いづみI山i廊淵,細怖l1淵割膳ﾙﾙ,23！
から考えま魂素巌な2ﾌ世紀を仮塗
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