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◇"我等の生雲，
◇乾杯

東RC･山田巌男ガバナーエイド

◇出席報告

会員56名 出席38名

出席率6'Z86%

前回 6月19日 （修正出席率）96.36％

makeup

橋本君(6/20南),堀場君(6/19名東),4嚇君(6
／16守山ル松藤君(6/18中),水野間君(6/21瑞
穂』斉藤君(6/18束j菅原君(6/18束),杉山君
（6/16守山),手島君(6/22港j都築君(6/20南）
和田君(6/23守山),矢野君(6/19名東）

◇ビジター紹介5名

◇誕生日祝福

矢野君（6／22）

◇ニコボックス

東BC余語特別代表（竹内会長の任期満了を

祝して）、東RC山田巌男ガバナーエイド

（竹内会長の任期満了を祝して）、竹内君

（一年間無事に終了いたしました。皆様に厚
く御礼申しあげます），三輪君（皆様の御協

力ありがとうございました），大口君（ロー

タリー財団委員長おかげさまで一年務めさせ

て頂きました。又当クラブの最年少の座を新

入会員平松君に譲ることができて），平松君

（入会させて頂きありがとうございました），

佐野君（雑誌委員長として本年度も雌事終わ

りました），小坂井君（先日バリ島へ家内と

旧婚旅行をし無事帰国致しました。又6月ゴ

ルフ会で優勝させて頂きました），河合君

（病気の為長らく休みました。お蔭嫌で本日

より出席させて頂きます），松居君（先日，

中部経済に当社が掲戦され，又，一年間理事

として無事に終えることができまして），菊

池君（一年間社会奉仕委員長終了しました。

皆様の御協力に感謝して），加藤閃君（副会

長を無事終了致しました），林君（一年間理

事を無事に終了，又，先日長野北RCのチャ

ーターナイトに出席しました），寺澤君。斉

藤君（ニコボックスに御協力ありがとうござ

いました），親|陸活動委員会一同（親睦活動

に御協力頂きありがとうございました），谷

口君（副幹事を無事に終了し皆様に感謝いた

します），水野間君（一年間SAA務めさせ

て頂きありがとうございました），石田君

（副SAA務めさせて頂きました) ,西川君

（一年間青少年奉仕委員長を終えさせて頂き

ました），杉山君（一年間広報委員長として

何にもできませんでした），加藤掴君（いろ
いろお騒がせしましたが皮1枚で首がつなが

り一年間過ぎましたので），矢野君（誕生祝）

◇寺澤ニコボックス委員長報告

今年度のニコボックスは本日をもって260万

Z200円になり前年度の46.8%増でした。

皆様の御協力に厚く御礼申しあげます。

◇三輪幹事報告
1．本日例会終了後，理事役員会を行いま

すので理事役員の方はお残り下さい。

2．本日午後2時より，古川勝巳夫人の告

別式が行われます。なお御香典，花輪は

御遠慮下さいとの事ですのでよろしくお

願い致します。

3． 第258地区東京上野RCの認証状伝達

式(S59.9/10)のご案内が届いておりま

すので参加希望者は事務局までお申し出

下さい。

◇河合君挨拶
病気療養の為，約3カ月の長期欠席をして

大変御迷惑をおかけしました。その節は御見

舞を頂戴し厚くお礼申しあげます。

◇バナー披露

長野北BC(林君）

◇東RCo余語特別代表挨拶
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第260地区きってのロータリー通の水野民

也君が大都会におけるRCの見本をつくるべ

く誕生した貴クラブですが，親の七光りとあ

ぐらをかくこともなく情熱を注がれてさらに

成長させた竹内会長の労に感嘆の意を表しま
す。

今後とも加藤㈹次期会長のもとに一層発展
されるようお祈りしております。

◇竹内会長挨拶

本日で最後の会長挨拶となりました。この

一年間，務めを終えることができたのも，陰

に陽に智恵を授けられた水野同前会長,"カゴ
に乗る人・かつぐ人。その又ワラジをつくる

犬’に徹した理事役員の方々，予定した事業

計画を遂行して下さった各委員会の皆様，つ

まりメンバ－諸君の暖かい御理解のおかげで

あると偏に感謝いたしております。

1年で10名の会員増強を実現し‘‘奉仕活動
に積極的に参加する質の良い会員”をもとに
会員充実をはかった所存でおります。又RC

での役目の任期は一年が原則ですが，得手不

得手をカバーし合えるという素晴しい仕組み

と感じております。一年を終え，加藤戯欠期

会長にバトンタッチするわけですが,｢仕込」
「発酵」・ 「熟成」と千種RCの内容と雰囲

気と更に存在感が一段と光彩を増す事を念じ

てやみません。皆様，一年間本当に御協力頂

きましてありがとうございました。

~～シャンソン歌手｡平乃たか子を迎えて～～

（紹介竹内君）

平乃たか子さんの楽しい語りを交えながら，

「パリー祭｣｡｢人の気も知らないで」他スタ
ンダードのシャンソンメドレーを歌って頂き，昼

間であることを忘れさせるほどの雰囲気の中

で今年度の最終例会を飾っていただきました。

◇愛知厚生年金会館に一年間のお世話を表して

謝礼が竹内会長より渡されました。

◇“手に手つないで,,合唱
◇6月度理事役員会議題

1．浜口龍男君退会の件

2． 1984～85年度委員会の件

3．年間行事の件

4． 1983～84輕阪映舜84へ8趣個予算の件

へ

◇1984～85年度理事役員・委員

会長（理事） 加藤大豊
会長エレクト（理事） 菊池昭元
副会長（理事｡クラブ奉仕）西川豊長
幹 事（理事） 谷口暢宏

副幹事 水野賀績
SAA 石田耕嗣
副SAA(クラブ奉頒、 和田正敏

（社会奉仕）
（国際奉仕）
（職業奉仕）
（会 計）

（直前会長）
（直前幹事）

成田良治

菅原宣彦
新美 敢

青山敏郎
竹内真三
三輪 康

理事

理事
理事

理事

理事
理事

＝

一二

委員長 副委員長 委 貝委員会

出 席鈴木正男 小池 宗
職業分類黒野貞夫 松居敬二
会 報 尾関武弘 武内 清
規睦活動和田正敏 永井正義

永井正義

三繪 康

堀江宏卸・寺澤竹三郎
浅井誠寿・原 富士雄・林 淳三・堀江宏噸
小坂井盛雄・松居敬二・三輸 甑・成田良治
平松本章・太田 茂
加藤正義
河合美雄・鈴木 猛

4坂井盛雄
橘本義郎

原 富士雄

水野賀績

斉藤康二・菅原宣彦
水野民也・竹内真三・平松本章
鵜飼一男・太田 茂

斉藤醗二・笹野義春・浅井誠寿
黒須一夫
武内 情・大口弘和
鈴木 猛
竹内真三

雑 誌
会員選考

会員増釜
プログラム

広 報

ロータリー情報
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二コ孝プクス

職業奉仕
社会奉仕

青少年奉仕
国際奉仕
ロータリー財団

米山奨学
会 計

矢野脇久
林 淳三

加藤敏昌

大谷和雄

大口弘和

竹内真三
石田耕嗣

安蕊眠之助

新美 敢

成田良治

秋山茂則

菅原宣彦
宮尾肱司
杉山貞男

青山敏郎

手島茂明
久保田 皓

小林正幸

寺澤竹三郎

古川膳巳
水野民也

和田正敏
水野賀績
佐野 寛

深見 章

堀場利幹
松藤国弘

都築勝彦
鵠飼一男
木全昭二

◇次々回例会（7月10B)

講演 “女子教育について”
会員 浅井誠寿君

◇次回例会（7月3日）

新・旧会長挨拶
前年度皆出席者表彰
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