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◇司
会
ＳＡＡ 小林 一三さん
◇点
鐘
会 長 柴田 好雄さん
◇斉
唱(曲目)
４つのテスト
◇ お客様紹介
会 長 柴田 好雄さん
ＲＩＤ２５５０パストガバナー
地区ロータリー財団委員長
近藤 隆亮様
臼井 香理様
◇ 諸慶事祝い
親睦活動委員長 山崎良知さん
諸慶事祝い
※クラブ現況報告書を参照
◇ 入会記念表彰
出席委員 鈴木雄一さん
※クラブ現況報告書を参照
◇ 会長会務報告
会 長 柴田 好雄さん
本日はお忙しい中、地区ロータリー財団委員長、並
びにパストガバナー近藤隆亮様より卓話を戴きます。
① 次年度の役員・理事の立候補について
締切日 11 月 10 日までに届出なし。例会終了後、
役員推薦委員会を開催致します。

② グレン＆千杯第８回ロータリー選抜野球大会
鹿沼ＲＣは準優勝、おめでとうございます。
③ 次回例会前に午後６時より会員の皆さんの健康
促進の為、太極拳を行います。是非参加を！
◇ 幹事報告
幹 事 篠崎 一男さん
① 11 月 3 日ふれあいスポーツ大会、11 月 10 日の移
動例会、社会奉仕・職業奉仕委員の皆様、参加さ

２０１
２０
１１年 11 月 17 日 第 2395 号
れた会員の皆様ご苦労様でした。
② 来週夜間例会（福田屋３階午後６時３０分より）
当日例会前の午後６時より第６回理事会を開催
致します。
③ 鹿沼宿（まちの駅）のテレビ放映の紹介
１８日の朝８時１５分よりＮＨＫにて放映され
ます。是非ご覧下さい！
◇ ロータリー情報委員会
委員長 上原昭郎さん
ロータリー情報委員会
情報集会のご案内（職業奉仕委員会と合同にて）
内容 夜の座禅・山内職業奉仕委員長の法話
日時 １２月８日（木）午後６時３０分～
場所 光太寺ご本堂
会費 ２０００円 ※３年未満の会員の方は義務出席
◇ ゴルフ部
西村雄吉さん
ゴルフ部

栃木県知事盃ゴルフ競技会一般女子の部にて、最年
少優勝を臼井麗香さん（12 歳 10 ヶ月）が果たした。
臼井香理様（麗香さんのお母様）よりご案内
臼井麗香栃木県知事盃最年少優勝記念ゴルフコンペ
日時 12 月 11 日（日）7 時集合 7 時 30 分スタート
場所 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース
会費 プレー費 13800 円 会費 4000 円
懇親会 同日 同クラブ内 2Ｆレストランにて
※ 参加希望者は伊矢野会員までお早めに
◇ ロータリー財団委員会
ロータリー財団委員会 委員長 黒田 雄一さん
財団への寄付を会員の皆様ご協力お願いします。
来週より伺いますのでよろしくお願い致します。

☆ ★ クラブフォーラム（
クラブフォーラム（ロータリー財団
ロータリー財団）
財団）★ ☆
卓話 『 国際ロータリー・ロータリー財団

◇ ふくべ \10619 円
◇ スマイルＢＯＸ
ＢＯＸ報告
報告
スマイルＢＯＸ

委員長 岩本 泰史さん
委員 岩本 泰史さん

篠崎一男さん：⑤近藤パストガバナー貴重な卓話ありがとうご

Vs. ロータリー・クラブ 』
ざいました。
黒田雄一さん：①④⑤2550 地区財団委員長近藤隆亮様、本日は
大変お忙しい中財団の説明に来て頂きあり
がとうございました。
佐川徹三さん：⑤近藤パストガバナーには毎年財団についての
卓話を賜り心より感謝申し上げます。
櫻井武彦さん：近藤隆亮様、卓話ありがとうございました。
星野さん写真ありがとうございました。
福田弘之さん：①⑤第２９回ふれあいスポーツ大会には会員多
数の参加を頂き無事終了することが出来ました。

パストガバナー
地区ロータリー財団委員長 近藤 隆亮様
・国際ロータリーの組織について
・RI 戦略計画について
・ロータリークラブ運営と歴史的原則について
・ロータリー財団とロータリークラブについて
・ロータリー財団の位置付について
ロータリークラブと地区を通して実施される R 財団
承認プログラムへの支援資金を供与する非営利法人
・ロータリー財団の活動分野について
・人道的プログラムについて
・教育的プログラムについて
・ポリオ・プラスについて
・寄付金の種類・使途について
・寄付金シェアーシステムについて
・2011-12 年度ロータリー財団目標について
第１目標『ポリオ撲滅』
第２目標『財団への支援強化・拡充』
第３目標『未来の夢計画の発展』
・未来の夢計画について
１ 平和と紛争予防・紛争解決
２ 疾病予防と・治療
３ 水と衛生設備
４ 母子の健康
５ 基本的教育と識字率の向上
６ 経済と地域社会の発展
・補助金の配分について
今後全ての RI 宛補助金申請はインターネットのみ
になり２年間の周期モデルで運営されるとのこと
◇ ボーイスカウト鹿沼第
ボーイスカウト鹿沼第１
鹿沼第１団へ助成金授与

星野さん写真ありがとう
48 回目の秋（アキ？）を迎えました。
日向野脩弘さん：野球部の皆さん選抜野球大会お疲れ様でした。
来年の目標ができ、個人個人の体づくりの目標
ができたと思います。これからも練習を楽しん
で一致団結してガンバリましょう！！
大塚政人さん：①⑤選抜大会大変お世話になりました。五月女
監督は打って良し、投げても良し、もう一度プ
ロの入団テスト受けたらどうですか？
星野さん写真ありがとうございます
黒本敏夫さん：⑤写真のお礼
上原昭郎さん：⑤星野さんに写真をいただきましてありがとう
ございました。
田野井幸一さん：①11 月 17 日は 43 回目の記念になります。
染宮剛太さん：①
山崎良知さん：①④
岩本泰史さん：②③
神山勝利さん：③④
森 一雄さん：④入会時は紅顔の・・・だったのにアットいう
間の 30 年でした。
市田 登さん：③
金子昭彦さん：②若いつもりでいましたが、満 53 歳になってし
まいました。酒も弱くなるはずですネ！！
柴田好雄さん：③
西村雄吉さん：②③

◇ 出席率報告
委員長 神山 勝利さん
会員数 64 出席 40 免除 4 前日メーク 4 欠席 16
出席率 75.00％
75.00％

☆次回 11 月第 4 例会 11 月 24 日(木)☆
夜間例会 クラブ協議会
クラブ協議会
＊時
間
１８時
１８時３０分
３０分～
＊場
所
福田屋 ３階
※ 例会前 18 時より太極拳
より太極拳を
太極拳を行います。
います。
※ 例会前 18 時より第
より第６回理事会を
回理事会を開催します
開催します。
します。
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