
新会員入会式 天茂彦さんが仲間になりました。

ベネファクター認証状及び記章伝達　綿引甚介会員

本日の会食

親睦の時間「６月誕生祝」お誕生日おめでとうございます。
長谷川会員、水口会員、髙野会員、米田会員

ロータリーの時間「１年を顧みて」綿引甚介会長
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◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

前　週訂正出席率75.00％
前々週訂正出席率67.39％99名 55名 44名 59.14％６月第３例会（６月16日）

出席状況

天　茂彦会員……
長谷川國雄会員…
米田英雄会員……
米川幸喜会員……
水口二良会員……
塩沢富夫会員……
亀山義孝会員……
兼子充裕会員……
軍司由佳会員……
 
人見光一会員……
髙野　賢会員……

小路　實会員・大原康宏会員
　　　　　　……
奈良早苗会員……

■ニコニコBOX（６月16日（金）扱）

この計　　 14件　　 58,000円

お久し振りです。宜しくお願いします。
誕生祝い有難うございます。
天茂彦会員、再入会おめでとうございます。
綿引会長「１年を顧みて」、１年間ご苦労様でした。
誕生祝い有難うございました。
天茂彦会員、おかえりなさい。
川﨑（英）会員、1－3奉仕研究会会長ご苦労様でした。
６月誕生月の皆様、誕生日おめでとうございます。
１－３奉仕研究会の皆様、ご卒業おめでとうござい
ます。川﨑（英）会長、お疲れ様でした。
ご無沙汰しています。
天茂彦会員、再入会おめでとうございます。又、誕生
日プレゼント有難うございます。

天茂彦会員、おかえりなさい。
1－3奉仕研究会の卒業式は感動的でした。若人の
力は魅力的です!!

■会員メークアップ
6/3、4　　 米山奨学生研修会　　米川幸喜
6/10　　　 ローターアクト地区協議会　　長谷川國雄
6/10～14　RI国際大会　　佐藤　衛　　石川啓司
　　　　　　　　　　　　　石井浩一
6/12　　　 茨城ナイト　　佐藤　衛　　石川啓司

■ビジター
水戸RC　　石島弘之会員

１. 第６回「おひさま食堂」が開催されます。　
日　時：６月24日㈯　11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川2563
集合時間：調理担当者　8:30までに集合
　　　　作業担当者　9:30までに集合

２. 第６回SRGコンペが開催されます。
日　時：６月24日㈯
場　所：富士カントリー笠間倶楽部
　　　　TEL.0296-72-8111
時　間：第１組　AM 8:54　スタート
プレー費：各自精算
SRG会費：5,000円

３. 水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…６月26日㈪⇒６月25日㈰

於 五浦大観荘（宿泊移動例会の為）
水　戸　東RC…６月29日㈭
　　　　　　　　定款第８条第１節により休会

４. ニコニコBOXからのお知らせ
本日がニコニコBOX受付の最終日です。

５. 次回例会日程
日　時：６月30日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：会長・幹事慰労会

６月第４例会プログラム
2017年６月23日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間「１年を顧みて」

米田英雄幹事
 5. 会　食
 6. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 7. 幹事報告
 8. クラブ協議会「下半期事業実績報告（２）」

奉仕プロジェクト、職業奉仕、社会奉仕、青
少年奉仕、国際奉仕、姉妹・友好クラブ交
流、ロータリー財団、ニコニコBOX、会計、
IT資料

 9. 点鐘・閉会
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６月第3例会 ６月16日（金）

ロータリー親睦活動月間
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国産牛テール肉のピカタとカレーライス

夏野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー



雑誌委員会　野口英壽委員長広報委員会　深谷智委員長 ニコニコBOX委員会　太田聖史委員長米山記念奨学委員会　宇留野秀一委員長

クラブ管理運営委員会　鈴木憲一委員長

親睦活動委員会　小川啓子委員長 プログラム委員会　岡村太郎委員長会場運営委員会　赤岩賢二委員長出席委員会　郡司恵一郎委員長

ロータリー情報委員会　水口二良委員長会員増強委員会　橋本哲委員長会員選考委員会　市毛純一委員長

クラブ協議会「下半期事業実績報告（１）」各委員長より、報告がありました。クラブ協議会「下半期事業実績報告（１）」各委員長より、報告がありました。

2016－2017年度　事業実績報告（2）
2－Vol.44  No43（第2112） Vol.44  No43（第2112）－3

2016－2017年度　事業実績報告（2）
奉仕プロジェクト委員会

委員長　根本　　次
　今年度は、幹事の協力もあり各委員会に、新会員を
配属してもらい事業計画を立ててもらいました。
　その結果、新しい奉仕活動も増え、そして各委員会
も連携、協力し合って、会員への情報提供も的確に行
われ、会員の参加も多くなりより良い奉仕活動をする
事ができました。

職業奉仕委員会
委員長　 河野　正政

　職場訪問（移動例会）を９月９日㈮第２例会に、当
クラブ会員（国本美加会員）の職場（大学ボウル水戸
店）を訪問し、普段見ることの出来ないボウリング場
のバックヤードの見学や、プロの技術指導など、色々
体験を致しました。
　職業奉仕月間に因んで１月13日㈮第２例会におい
て「NPB社団法人日本野球機構審判部クルーチーフ 
森健次郎氏」に講演していただきました。
　出前授業を６月９日㈮水戸市立千波小学校におい
て、６年生５クラスを対象に、会員10名が各教室に２
名ずつに分かれて講師役となり、授業を行いました。

社会奉仕委員会 
委員長　奈良　早苗

⑴1-3会メンバー発案による「おひさま食堂」事業
を、毎月１回実施。

⑵2017年３月、水戸市立笠原中学校体育館へ一文字
垂れ幕を寄贈。

青少年奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

・第15回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバ
スケットボール大会を開催しました。（平成29年２
月５日　水戸市青柳運動公園体育館）
とりわけ本年は、Ｂリーグ茨城ロボッツの前座試合
として行い、父兄の方々にも観戦して頂き、親子で
楽しんで頂きました。

・職業奉仕委員会との共催で「出前授業」を開催しま
した。（平成29年６月９日　水戸市立千波小学校）
６年生５クラスを対象に、クラブ会員有志がそれぞ
れの職業を通じて、将来を担う青少年の社会参加へ
のエールを送る奉仕活動を行いました。

国際奉仕委員会
委員長　髙野　　賢

・中古消防自動車贈呈プロジェクトの実施。
水戸市消防本部が管理する市消防団より、耐用年数
を超えた消防ポンプ車１台を整備しタイに送る。
このプロジェクトには、「この指とまれ」プロジェ

クト賛助金を地区の14クラブから、合計20万円の
支援を頂いた。
・「この指とまれ」プロジェクトに対して、地区６ク
ラブのプロジェクトに賛助金として支援を行った。

姉妹・友好クラブ交流委員会 
委員長　及川　　譲

〈事業計画１・２項目〉
　年度初めに、ガバナーの今年度の方針・当クラブ綿
引会長の方針・理事・役員の名簿と、クラブ現況報告
書を田口会員より、翻訳して頂き、姉妹クラブ韓国清
州西原RCへ送って頂き、相互報告を致しました。
〈事業計画３項目〉
　姉妹クラブ韓国清州西原RCが創立30周年を迎え、
記念式典が平成28年12月12日に清州の会場にて行わ
れました。当クラブから会長・幹事・長谷川パストガ
バナーを含め、多数の会員に参加を頂き、２泊３日の
清州西原RCの記念式典に参加致しました。大きなス
テージの右側には、水戸南RC歓迎と書かれた大きい
垂れ幕が有り、当クラブ紹介の際、数百人いる会員、
招待者から、称賛の拍手を頂いたのが感動致しまし
た。
　当日参加者、出発までの関係者の皆様方のご協力の
元に、無事に遂行出来ました事に感謝致します。
〈事業計画４項目〉
　友好クラブ高松西RCが平成29年３月９日、10日
に来訪されました。９日の夜は割烹中川楼にて高松西
RC７名と当クラブ会員21名による、歓迎会を催しま
した。二次会も盛大に行われ、高松西RCの方共々、
大変盛り上がりました。前夜祭は無事終了し、翌日
10日は朝から、観梅期間中なので、午前中は偕楽園
へ観光案内致しました。
　その後、当クラブ例会に参加して頂き、高松西RC
の鏡原会長より卓話を頂き、また、2018-19年度は
高松西RCの創立50周年ということで、50周年実行
委員長の加藤会員からも卓話を頂きました。例会終了
後、鏡原会長・村上幹事・加藤会員を乗せ、つくば宇
宙センターへ行き、観光をして頂き一路、羽田空港へ
向かい、皆様を無事にお送り致しました。
　今年度は行事も多く、事前に準備をして、本番を向
かえました。会長・幹事を含め、委員会メンバー、会
員の皆様方のご協力により、無事に事業計画を遂行出
来ました事に感謝致します。有難う御座いました。

ロータリー財団委員会
委員長　 米森　　厚

　会員の皆様には、事業計画の基本方針で掲げたロー
タリー財団の使命、またその意義と重要性をご理解い
ただき、年次基金及びポリオプラス基金も大幅に上回
り目標を達成する事ができました。
　併せてベネファクターにおいては、２名の方のご協
力を得て無事達成する事ができました。
　『未来の夢計画』についても長谷川ガバナー年度で

始まり、今年で４年目を迎え、新しい補助金制度もほ
ぼ定着してきたとお聞きしました。
　会員の皆様にはご協力いただき感謝しております。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学委員会
委員長　宇留野秀一

寄付目標達成率  86.6％
●10月の米山月間において、卓話の実施、プレート
の活用により周知を図りました。
●例会での献金呼びかけを行いました。また、例会や
1-3会などの集会の際に、個別に献金状況をお伝え
して献金のお願いをしました。
●会務報告の際には、寄付の進捗状況や奨学生につい
ての情報を一言添えて、米山への関心向上に努めま
した。
●2004-2005年度米山奨学生の楊敢峰さんをお迎え
して、奨学生の活躍の様子を皆さんに知っていただ
きました。　

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

⑴一人当たりの年間寄付目標額を３万円としました。
⑵例会時のコメントの読み上げは委員持ち回りとし、
さらにプログラムの進行がスムーズになるよう読み
上げの調整をしました。
本年は会員の皆様の自発的な意思により寄付して頂
けるような雰囲気作りに取り組んだつもりです。結
果として、多くの寄付をしていただけたことに感謝
します。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会は概ね当初予算内の収支で推移し、単年度
黒字の収支で終了しました。

雑誌委員会　野口英壽委員長広報委員会　深谷智委員長 ニコニコBOX委員会　太田聖史委員長米山記念奨学委員会　宇留野秀一委員長

クラブ管理運営委員会　鈴木憲一委員長

親睦活動委員会　小川啓子委員長 プログラム委員会　岡村太郎委員長会場運営委員会　赤岩賢二委員長出席委員会　郡司恵一郎委員長

ロータリー情報委員会　水口二良委員長会員増強委員会　橋本哲委員長会員選考委員会　市毛純一委員長

クラブ協議会「下半期事業実績報告（１）」各委員長より、報告がありました。クラブ協議会「下半期事業実績報告（１）」各委員長より、報告がありました。
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　友好クラブ高松西RCが平成29年３月９日、10日
に来訪されました。９日の夜は割烹中川楼にて高松西
RC７名と当クラブ会員21名による、歓迎会を催しま
した。二次会も盛大に行われ、高松西RCの方共々、
大変盛り上がりました。前夜祭は無事終了し、翌日
10日は朝から、観梅期間中なので、午前中は偕楽園
へ観光案内致しました。
　その後、当クラブ例会に参加して頂き、高松西RC
の鏡原会長より卓話を頂き、また、2018-19年度は
高松西RCの創立50周年ということで、50周年実行
委員長の加藤会員からも卓話を頂きました。例会終了
後、鏡原会長・村上幹事・加藤会員を乗せ、つくば宇
宙センターへ行き、観光をして頂き一路、羽田空港へ
向かい、皆様を無事にお送り致しました。
　今年度は行事も多く、事前に準備をして、本番を向
かえました。会長・幹事を含め、委員会メンバー、会
員の皆様方のご協力により、無事に事業計画を遂行出
来ました事に感謝致します。有難う御座いました。

ロータリー財団委員会
委員長　 米森　　厚

　会員の皆様には、事業計画の基本方針で掲げたロー
タリー財団の使命、またその意義と重要性をご理解い
ただき、年次基金及びポリオプラス基金も大幅に上回
り目標を達成する事ができました。
　併せてベネファクターにおいては、２名の方のご協
力を得て無事達成する事ができました。
　『未来の夢計画』についても長谷川ガバナー年度で

始まり、今年で４年目を迎え、新しい補助金制度もほ
ぼ定着してきたとお聞きしました。
　会員の皆様にはご協力いただき感謝しております。
１年間ありがとうございました。

米山記念奨学委員会
委員長　宇留野秀一

寄付目標達成率  86.6％
●10月の米山月間において、卓話の実施、プレート
の活用により周知を図りました。
●例会での献金呼びかけを行いました。また、例会や
1-3会などの集会の際に、個別に献金状況をお伝え
して献金のお願いをしました。
●会務報告の際には、寄付の進捗状況や奨学生につい
ての情報を一言添えて、米山への関心向上に努めま
した。
●2004-2005年度米山奨学生の楊敢峰さんをお迎え
して、奨学生の活躍の様子を皆さんに知っていただ
きました。　

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

⑴一人当たりの年間寄付目標額を３万円としました。
⑵例会時のコメントの読み上げは委員持ち回りとし、
さらにプログラムの進行がスムーズになるよう読み
上げの調整をしました。
本年は会員の皆様の自発的な意思により寄付して頂
けるような雰囲気作りに取り組んだつもりです。結
果として、多くの寄付をしていただけたことに感謝
します。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会は概ね当初予算内の収支で推移し、単年度
黒字の収支で終了しました。
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クラブ協議会「下半期事業実績報告（１）」各委員長より、報告がありました。クラブ協議会「下半期事業実績報告（１）」各委員長より、報告がありました。
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委員長　根本　　次
　今年度は、幹事の協力もあり各委員会に、新会員を
配属してもらい事業計画を立ててもらいました。
　その結果、新しい奉仕活動も増え、そして各委員会
も連携、協力し合って、会員への情報提供も的確に行
われ、会員の参加も多くなりより良い奉仕活動をする
事ができました。

職業奉仕委員会
委員長　 河野　正政

　職場訪問（移動例会）を９月９日㈮第２例会に、当
クラブ会員（国本美加会員）の職場（大学ボウル水戸
店）を訪問し、普段見ることの出来ないボウリング場
のバックヤードの見学や、プロの技術指導など、色々
体験を致しました。
　職業奉仕月間に因んで１月13日㈮第２例会におい
て「NPB社団法人日本野球機構審判部クルーチーフ 
森健次郎氏」に講演していただきました。
　出前授業を６月９日㈮水戸市立千波小学校におい
て、６年生５クラスを対象に、会員10名が各教室に２
名ずつに分かれて講師役となり、授業を行いました。

社会奉仕委員会 
委員長　奈良　早苗

⑴1-3会メンバー発案による「おひさま食堂」事業
を、毎月１回実施。
⑵2017年３月、水戸市立笠原中学校体育館へ一文字
垂れ幕を寄贈。

青少年奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

・第15回水戸南ロータリークラブ杯中央地区ミニバ
スケットボール大会を開催しました。（平成29年２
月５日　水戸市青柳運動公園体育館）
とりわけ本年は、Ｂリーグ茨城ロボッツの前座試合
として行い、父兄の方々にも観戦して頂き、親子で
楽しんで頂きました。
・職業奉仕委員会との共催で「出前授業」を開催しま
した。（平成29年６月９日　水戸市立千波小学校）
６年生５クラスを対象に、クラブ会員有志がそれぞ
れの職業を通じて、将来を担う青少年の社会参加へ
のエールを送る奉仕活動を行いました。

国際奉仕委員会
委員長　髙野　　賢

・中古消防自動車贈呈プロジェクトの実施。
水戸市消防本部が管理する市消防団より、耐用年数
を超えた消防ポンプ車１台を整備しタイに送る。
このプロジェクトには、「この指とまれ」プロジェ

クト賛助金を地区の14クラブから、合計20万円の
支援を頂いた。
・「この指とまれ」プロジェクトに対して、地区６ク
ラブのプロジェクトに賛助金として支援を行った。

姉妹・友好クラブ交流委員会 
委員長　及川　　譲

〈事業計画１・２項目〉
　年度初めに、ガバナーの今年度の方針・当クラブ綿
引会長の方針・理事・役員の名簿と、クラブ現況報告
書を田口会員より、翻訳して頂き、姉妹クラブ韓国清
州西原RCへ送って頂き、相互報告を致しました。
〈事業計画３項目〉
　姉妹クラブ韓国清州西原RCが創立30周年を迎え、
記念式典が平成28年12月12日に清州の会場にて行わ
れました。当クラブから会長・幹事・長谷川パストガ
バナーを含め、多数の会員に参加を頂き、２泊３日の
清州西原RCの記念式典に参加致しました。大きなス
テージの右側には、水戸南RC歓迎と書かれた大きい
垂れ幕が有り、当クラブ紹介の際、数百人いる会員、
招待者から、称賛の拍手を頂いたのが感動致しまし
た。
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●10月の米山月間において、卓話の実施、プレート
の活用により周知を図りました。

●例会での献金呼びかけを行いました。また、例会や
1-3会などの集会の際に、個別に献金状況をお伝え
して献金のお願いをしました。

●会務報告の際には、寄付の進捗状況や奨学生につい
ての情報を一言添えて、米山への関心向上に努めま
した。

●2004-2005年度米山奨学生の楊敢峰さんをお迎え
して、奨学生の活躍の様子を皆さんに知っていただ
きました。　

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

⑴一人当たりの年間寄付目標額を３万円としました。
⑵例会時のコメントの読み上げは委員持ち回りとし、
さらにプログラムの進行がスムーズになるよう読み
上げの調整をしました。
本年は会員の皆様の自発的な意思により寄付して頂
けるような雰囲気作りに取り組んだつもりです。結
果として、多くの寄付をしていただけたことに感謝
します。

会計委員会
委員長　神代　学光

・クラブ会計の健全な運営を図り、予算・決算の厳正
な会計処理を実施してまいりました。
・各委員会は概ね当初予算内の収支で推移し、単年度
黒字の収支で終了しました。



新会員入会式 天茂彦さんが仲間になりました。

ベネファクター認証状及び記章伝達　綿引甚介会員

本日の会食

親睦の時間「６月誕生祝」お誕生日おめでとうございます。
長谷川会員、水口会員、髙野会員、米田会員

ロータリーの時間「１年を顧みて」綿引甚介会長

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

Weekly Report Rotary Club of
Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ
週　報

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

前　週訂正出席率75.00％
前々週訂正出席率67.39％99名 55名 44名 59.14％６月第３例会（６月16日）

出席状況

天　茂彦会員……
長谷川國雄会員…
米田英雄会員……
米川幸喜会員……
水口二良会員……
塩沢富夫会員……
亀山義孝会員……
兼子充裕会員……
軍司由佳会員……
 
人見光一会員……
髙野　賢会員……

小路　實会員・大原康宏会員
　　　　　　……
奈良早苗会員……

■ニコニコBOX（６月16日（金）扱）

この計　　 14件　　 58,000円

お久し振りです。宜しくお願いします。
誕生祝い有難うございます。
天茂彦会員、再入会おめでとうございます。
綿引会長「１年を顧みて」、１年間ご苦労様でした。
誕生祝い有難うございました。
天茂彦会員、おかえりなさい。
川﨑（英）会員、1－3奉仕研究会会長ご苦労様でした。
６月誕生月の皆様、誕生日おめでとうございます。
１－３奉仕研究会の皆様、ご卒業おめでとうござい
ます。川﨑（英）会長、お疲れ様でした。
ご無沙汰しています。
天茂彦会員、再入会おめでとうございます。又、誕生
日プレゼント有難うございます。

天茂彦会員、おかえりなさい。
1－3奉仕研究会の卒業式は感動的でした。若人の
力は魅力的です!!

■会員メークアップ
6/3、4　　 米山奨学生研修会　　米川幸喜
6/10　　　 ローターアクト地区協議会　　長谷川國雄
6/10～14　RI国際大会　　佐藤　衛　　石川啓司
　　　　　　　　　　　　　石井浩一
6/12　　　 茨城ナイト　　佐藤　衛　　石川啓司

■ビジター
水戸RC　　石島弘之会員

１. 第６回「おひさま食堂」が開催されます。　
日　時：６月24日㈯　11:30～14:00
場　所：緑岡市民センター　水戸市見川2563
集合時間：調理担当者　8:30までに集合
　　　　作業担当者　9:30までに集合

２. 第６回SRGコンペが開催されます。
日　時：６月24日㈯
場　所：富士カントリー笠間倶楽部
　　　　TEL.0296-72-8111
時　間：第１組　AM 8:54　スタート
プレー費：各自精算
SRG会費：5,000円

３. 水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC…６月26日㈪⇒６月25日㈰

於 五浦大観荘（宿泊移動例会の為）
水　戸　東RC…６月29日㈭
　　　　　　　　定款第８条第１節により休会

４. ニコニコBOXからのお知らせ
本日がニコニコBOX受付の最終日です。

５. 次回例会日程
日　時：６月30日㈮　18:30～
場　所：水戸プラザホテル
内　容：会長・幹事慰労会

６月第４例会プログラム
2017年６月23日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間「１年を顧みて」

米田英雄幹事
 5. 会　食
 6. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 7. 幹事報告
 8. クラブ協議会「下半期事業実績報告（２）」

奉仕プロジェクト、職業奉仕、社会奉仕、青
少年奉仕、国際奉仕、姉妹・友好クラブ交
流、ロータリー財団、ニコニコBOX、会計、
IT資料

 9. 点鐘・閉会
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６月第3例会 ６月16日（金）

ロータリー親睦活動月間
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国産牛テール肉のピカタとカレーライス

夏野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー


