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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘          前田会長 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣ ｢四つのテスト｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 澤山 理恵会員 

 

 

 

・・・・お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介お客様と来訪ロータリアンの紹介    

国際ロータリー第 2500地区第 7分区 

ガバナー補佐（釧路西ＲＣ）   加納 則好君 

国際ロータリー第 2500地区第 7分区 

ガバナー補佐幹事（釧路西ＲＣ） 三木 克敏君 

国際ロータリー第 2500地区第 7分区 

ガバナー補佐幹事（釧路西ＲＣ） 小泉 和史君 

釧路ロータリークラブ  会長   天方 智順君 

釧路ロータリークラブ  幹事   松井 聖治君 

 

釧路北ロータリークラブ  会長  坂入 信行君 

釧路北ロータリークラブ  幹事  廹田  武君    

白糠ロータリークラブ   会長  進藤 卓嗣君 

釧路西ロータリークラブ  会長  平  信二君 

釧路西ロータリークラブ  幹事  請川  透君 

釧路東ロータリークラブ  会長  玉垣 範夫君 

釧路東ロータリークラブ  幹事  柴田 俊光君 

音別ロータリークラブ   会長  横山 寛道君 

音別ロータリークラブ   幹事  川口 恭弘君 

釧路ベイロータリークラブ 会長  沢田 雅仁君 

釧路ベイロータリークラブ 幹事  渡辺 雅樹君 

釧路北ローターアクトクラブ 会長 星  智也君 

釧路北ローターアクトクラブ 幹事 松永 憲人君 

 

 

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

伊東 良孝会員  Ｓ60. 7. 1（34年目） 

和田  優会員  Ｓ60. 7. 1（34年目） 

    長倉巨樹彦会員  H16. 7. 1 （15年目）    

    長江 孝文会員  H30. 7. 1 （1年目）    

    

    

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんばんは。今日は白糠さん、そして我が南

ＲＣとダブルヘッダーでお疲れだと思いますがスー

パーウィーク最終日、気持ちは楽になっていること

と思います。残すは来週音別さんとローターアクト

さんの２クラブとなりました。 



改めまして今年度、釧路南ロータリークラブ第 38

代会長を務めます前田です。加納ガバナー補佐をは

じめ、両補佐幹事、各クラブの会長幹事の皆様、本

日は当クラブの例会にお越しいただきありがとうご

ざいます。 

さて、我がクラブでは今月後半に地区補助金を活用

しまして、笑いによる健康増進と早期家庭復帰の支

援事業ということで、プロの噺家 3名にお越しいた

だき昭和地区限定ではありますが、奉仕活動を行い

ます。内容としましては寄席という形で落語や大喜

利を見ていただき、笑いを提供したい。「どんな名

医や名薬といえども、楽しい・面白い・嬉しいに勝

る効果は無い」笑うという行為は免疫力を高める一

番の方法であり、健康につながるキッカケになると

思います。今年度、私が掲げたテーマは職業奉仕で

す。会員が個々に日常的に活動し始めたら、どんな

に素晴らしいクラブになるだろう、と思いを馳せて

しまいました。魅力的なクラブ創りは会員増強と一

対と考えます。しかしながら、言うは易し行うは難

し、では何も変わらない訳で会長として自ら活動す

る準備を始めているところであります。自分が入会

した当時、会員数は 20名、現在は 30名、過去最高

は 40 名の会員がいたと聞いているのでまだまだ会

員増強活動には余念が無いところであります。最後

となりますが、今後も各ロータリークラブ様のご支

援、ご協力をお願いし皆様のご発展、ご健勝を祈念

いたしましてご挨拶と致します。 

 

 

 

 

・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんばんは。 

今年度より幹事を務めさせて頂きます、早津壮史で

す。どうぞ一年間宜しくお願い致します。 

それでは 7月第 1例会幹事報告をさせて頂きます。 

****    ＲＩ日本事務局より月のロータリーレートは 1

＄108円です。 

****    ガバナー月信、活動計画書、ロータリー手帳をレ

ターケースにございますのでお帰りの際はお持

ち帰り下さい。 

****    各ロータリークラブ様より 7月の例会プログラム

が届いております。 

 

各資料の回覧は次週とさせて頂きますので宜しくお

願いします。 

    

    

    

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会    

・本日のニコニコ献金 

 伊東 良孝会員  入会記念祝として 

 和田  優会員  入会記念祝として 

 長倉巨樹彦会員  入会記念祝として 

 長江 孝文会員  入会記念祝として 

 

 

 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    表敬訪問（ハンマー伝達式）表敬訪問（ハンマー伝達式）表敬訪問（ハンマー伝達式）表敬訪問（ハンマー伝達式）    」」」」    夜間夜間夜間夜間例会例会例会例会    

                                                                    担当担当担当担当    会長・幹事会長・幹事会長・幹事会長・幹事    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンマー伝達式 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンマー伝達式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

◆加納ガバナー補佐・三木補佐幹事・小泉補佐幹事◆加納ガバナー補佐・三木補佐幹事・小泉補佐幹事◆加納ガバナー補佐・三木補佐幹事・小泉補佐幹事◆加納ガバナー補佐・三木補佐幹事・小泉補佐幹事    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南ロータリークラブの皆様こんばんは。今年度国際

ロータリー第2500地区第7分区のガバナー補佐を仰

せつかりました釧路西ロータリークラブの加納則好

と申します。今日同行しておりますのは、ガバナー

補佐幹事を努めていただきます、三木克敏君と小泉

和史君です、私共々宜しくお願い申し上げます。亀

岡直前会長、亀井直前幹事におかれましては1年間

お疲れ様です。南ロータリークラブ様は創立38年を

迎えられ、節目の創立40週年を2年後に控えており

ます。福井克美パストガバナー補佐、長江勉パスト

ガバナー補佐を輩出され、南クラブの皆様が築かれ

たその長い歴史を礎とされた、数多くの奉仕活動に

深甚より敬意を表する次第でございます。 

2019－2020 年度 RI 会長マーク・ダニエル・マロ－

ニ－氏は「ロータリーは世界をつなぐ」をテーマと

して掲げ「強調事項は、私達の奉仕活動やプロジェ

クトを成功させること、そして最も重要なのは、多

くのことを達成するために、会員を増やすことです」

と述べております。これを受け、吉田潤司RI第 2500

地区ガバナーは「知らずて語れず」ロータリーを学

び、ロータリーを語り、ロータリーを楽しみ、そし

てロータリーに誇りを持とうを活動方針に掲げられ

ました。近年、ロータリー活動に対して十分な知識

を得られないまま、会員同士のコミニュケーション

も取れず、ロータリーの良さを十分に理解しないま

ま退会していくロータリアンが増えていると思いま

す。吉田潤司ガバナーの活動方針「知らずて語れず」

の概念を十分理解し、実践するとともに第7分区か

ら選ばれました吉田潤司ガバナーを分区内8クラブ

でしっかりとお支えしていくことが大きな役割と認

識しております。 

7分区の継続事業としまして、「飲酒運転撲滅及び交

通事故防止キャンペーン・パークゴルフ大会開催」、

「全道中学親善硬式野球大会開催」、そして会員親睦

の為の「チャリティーマスターズゴルフ大会」を行

います。また来年3月 14日(土)には「インターシテ

ィミーティング」の開催を予定しております。多く

の南クラブの会員の皆様のご参加をお願い申し上げ

ます。 

結びに、本年も各クラブの独自性を尊重し、五つの

地区目標実現のために分区内クラブのロ－タリアン

との交流と親睦を一層深め、仲良く楽しいロータリ

ー活動が出来るよう全力で務めて参ります。各クラ

ブの会長・幹事、そして7分区ロ－タリアンの皆様

のご指導、ご協力を重ねてお願い申し上げます。 



釧路南ロータリークラブの皆様におかれましても、

前田会長・早津幹事のもとご健勝でご活躍され、実

り多い1年でありますよう心からご祈念申し上げ、

表敬訪問のご挨拶とさせて頂きます。 

1年間宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

◆釧路ロータリークラブ◆釧路ロータリークラブ◆釧路ロータリークラブ◆釧路ロータリークラブ    天方天方天方天方    智順会長智順会長智順会長智順会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんばんは。釧路ロータリークラブ今年度会

長を仰せつかった、天方智順と申します。 そして、

隣にいるのは幹事役を引き受けてくれました松井

聖治君です。 一年間よろしくお願い致します。 

さて、今年度私は「Connect！ ロータリーをより

知って、より大きな輪をつくろう！」をスローガン

に掲げさせていただき、96名の会員でスタートを切

らせていただきました。  

釧路ロータリークラブは今年度吉田潤司ガバナー

を輩出することとなり、皆様方にご協力をお願いす

ることが多々あると思います。とりわけ、来る 10

月 11日、12日に行われる第2500地区・地区大会に

は皆様の友情あふれる参加を切にお願い申し上げ

ます。 

結びに、前田会長、早津幹事率いる釧路南ロータリ

ークラブの益々のご発展を祈念させていただき、誠

に楚辞ながら挨拶とさせていただきます。一年間、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

◆釧路北ロータリークラブ◆釧路北ロータリークラブ◆釧路北ロータリークラブ◆釧路北ロータリークラブ        坂入坂入坂入坂入    信行会長信行会長信行会長信行会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。只今紹介いただきました、2019－

20 年度・釧路北ロータリークラブ第 62 代の会長を

仰せつかりました坂入でございます。そして本日の

表敬訪問には、幹事を務めております、廹田武君と

共に出席させて頂きました。昨年、当クラブの創立

60周年、ＩＭ開催の際には釧路南ＲＣ様の皆様に暖

かいご支援を賜りました事、また、後に挨拶もあり

ますけれども、私どもロータリークラブが提唱して

おります『釧路北ローターアクトクラブ』への前年

と変わらぬ助成金を拠出していただき誠にありが

とうございます。クラブを代表致しまして今一度深

く、御礼申し上げます。誠にありがとうございまし

た。私が南クラブ様に表敬訪問させていただくのは

3 度目で、1 度目は安藤会長年度で当クラブの故金

森元英先輩がガバナー補佐の時に補佐幹事として、

2 度目は上川原パスト会長が幹事の時、クラブ幹事

として、お邪魔させて頂きました、となりの廹田幹

事も当クラブの北川パストガバナー補佐の補佐幹

事としてお邪魔させて頂いておりまして、そんな二

人が手を組み、次年度は平均年齢 55.9 歳、会員数

77名からのスタートさせて頂きます。わたくしの役

目といたしまして、まず、いま一度、原点を見出し、

ロータリー運営の意義を確認し合い、家族や明友に

快く背中を押してもらえるクラブ運営に務めさせ

て頂きたいと思います。また、クラブ内はもとより、

各クラブの会長幹事様としっかりと連携をもち、分

区の代表であります加納ガバナー補佐をしっかり

と皆さまと共に支えた中でロータリーの意義を会

員に伝えていく活動をして行くことが地区の代表

の吉田ガバナーを支える事に繋がる事であると考

えますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



最後になりますが、釧路南ロータリークラブ様の

益々のご発展、前田会長、早津幹事をはじめ、会員

皆さまのご健勝をご祈念申し上げ表敬のご挨拶と

させて頂きます 

 

 

 

 

◆白糠ロータリークラブ◆白糠ロータリークラブ◆白糠ロータリークラブ◆白糠ロータリークラブ    進藤進藤進藤進藤    卓嗣会長卓嗣会長卓嗣会長卓嗣会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今年度白糠ロータリークラブ会長を務

めさせて頂きます進藤です。隣に控えているのは幹

事の片山清孝君です。入会をして 15 年とはなりま

したがロータリアンとしてはまだまだ未熟物です。

今年一年どうぞ宜しくお願い致します。 

さて、白糠ロータリークラブは昭和35年 12月に設

立総会を開き道内 33 番目、７分区では 3 番目に発

足したクラブです。一時は 40 名以上の会員が在籍

している時代もありましたが本年度は 10 名でのス

タートとなってしまいました。人口減、景気の低迷、

高齢化と街を取り巻く環境も年毎に厳しくなって

いることが要因と考えられますが、一人でも多くの

仲間をつくるために会員拡大に励んでいきたいと

考えております。 

白糠クラブは毎週金曜日12時 15分よりレストラン

はまなすに於いて例会を開催しておりますので皆

さんのお越しをお待ちしております。最後になりま

すが前田会長、早津幹事のもと吉田ガバナーと加納

ガバナー補佐の活動方針に則り、会員皆様の絆と友

情を育み釧路南ロータリークラブが益々発展され

ることを御祈念申し上げ表敬訪問のご挨拶とさせ

て頂きます。今年一年宜しくお願いいたします。 

 

 

 

◆◆◆◆釧路釧路釧路釧路西ロータリークラブ西ロータリークラブ西ロータリークラブ西ロータリークラブ        平平平平    信二会長信二会長信二会長信二会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。只今、ご紹介いただきました、

今年度、釧路西ロータリークラブの会長を仰せつか

りました、平 信二と申します。隣におりますのが

幹事の請川 透君でございます。今年度1年間どう

ぞ宜しくお願い致します。 

日頃より、釧路南ロータリークラブ様に於かれまし

ては、当西クラブに対しまして特段のご厚情を賜り

心から感謝と御礼を申し上げます。 

また先日幣クラブで行われました訪問例会に於き

まして、前田会長、早津幹事にお越しいただき表敬

いただきまして御礼申し上げます。私は、昨年度は

幹事として、表敬訪問させていただいております。

そこから1年間にわたり亀岡直前会長様、亀井直前

幹事様に大変お世話になりました。改めまして御礼

申し上げます。 

西クラブは、会員数 29 名からのスタートとなりま

す。50周年を迎えます幣クラブはリフォームしリス

タートを切る年度にし、新たな 50 年への一歩とし

たい年度にするという意味を込めました。 

今年度は今お話ししました 50 周年と、さらにはＩ

Ｍホストクラブと多くの行事があり釧路南クラブ

様の皆様には何かとご協力またご尽力いただくか

と思いますが、何卒ご理解とご協力をお願い致しま

す。最後になりますが、前田会長様、早津幹事様の

今後1年間のご活躍と、釧路南ロータリークラブ会

員皆様のご清栄ご健勝を祈念申し上げ、表敬訪問の

挨拶とさせていただきます。今年度1年間宜しくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 



◆釧路東ロータリークラブ◆釧路東ロータリークラブ◆釧路東ロータリークラブ◆釧路東ロータリークラブ    玉垣玉垣玉垣玉垣    範夫会長範夫会長範夫会長範夫会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは。只今、ご紹介いただきまし

た、今年度釧路東ロータリークラブの会長を務めま

す玉垣範夫と申します、隣におりますのが幹事の柴

田俊光君です。1年間どうぞ宜しくお願い致します。 

釧路南ロータリークラブ様におかれましては、日

頃より、我が東クラブに対しまして特段のご厚情を

賜り心から感謝とお礼を申し上げます。 

私は、4年前に幹事として当時の藤野会長と共に、

釧路南ロータリークラブ様を表敬訪問させて頂きま

した。当時の南クラブの長井会長、亀岡幹事様には、

大変お世話に又東クラブがホストクラブでした、 

ロータリーアン・マスターズゴルフ大会におきまし

ても、長倉実行委員様にもお世話になり、重ねて御

礼を申し上げます。 

さて、我が東クラブは、今年度会員数33名のスタ

ートとなりました、昨年度よりマイナス1名と厳し

いスタートとなりましたが、2 名以上の会員増強を

目標として活動して参りたいと思っております、 

その為にも奉仕活動を通じて、地域の皆様に、より

深くロータリーを、知っていただくことが目標にも

繋がってくると考え取り組んで参ります。                  

加納ガバナー補佐の方針に基づいて三木・小泉補佐

幹事様と共に補佐を盛り立てていく所存でございま 

すので、どうぞ宜しくお願い致します。 

結びになりますが、釧路南ロータリークラブのご発

展、前田会長、早津幹事様のご活躍と会員皆様のご

健勝、ご多幸を、お祈り申し上げ、表敬訪問の挨拶

とさせて頂きます。本日は、誠に有難うございまし

た。 

 

 

 

 

◆音別ロータリークラブ◆音別ロータリークラブ◆音別ロータリークラブ◆音別ロータリークラブ    横山横山横山横山    寛道会長寛道会長寛道会長寛道会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、今日は今年度音別 RC の会長を仰せつかり

ました 横山寛道です。 

後ろに控えておりますのは、幹事の川口恭弘君です。 

どうぞ宜しく御願いいたします。 

釧路南RCさんには、2007年.2008 年.2009 年幹事と

して、また 2013 年に会長として表敬訪問させて頂

きました。 幹事に成りたての頃は何もわからず不

安の中 長倉さんや工藤さんに声をかけて頂き、気

持ちが少し楽になった事を思い出します。 

いつ来訪致しましても温かい雰囲気で何かホッと

したものを感じます。今後ともご指導宜しく御願い

します。 

さて今年度は、会員 16 名でのスタ-トとなります。

会長の方針と致しましては「地域とともにあるクラ

ブ」「地域に根ざしたクラブ」を目指し地域の為に

なる活動はどういうものか常に念頭において 職

業奉仕・社会奉仕に取り組んでいきたいと思います。 

現在音別地域は人口 1800 人を切り色々と厳しい状

況ではありますが、音別を何とかしようとエネルギ

ーを注いでる沢山の人たちと前向きに連携しなが

ら活動していきたいと思います。 

それがクラブの更なる活性化につながっていくと

思います。 

コマ-シャルですが音別の蕗をすいて作られた富貴

紙が製品化され販売されています。 

名刺など色々な用途に使って頂きたいと思います。 

最後になりますが、前田会長、早津幹事様はじめ会

員の皆様のご健勝、ご多幸を祈念申し上げ釧路南RC

の益々のご発展ご繁栄を願いまして表敬訪問のご

挨拶と致します。1年間宜しく御願いします。 

 

 

 



◆◆◆◆釧路ベイロータリークラブ釧路ベイロータリークラブ釧路ベイロータリークラブ釧路ベイロータリークラブ    沢田沢田沢田沢田    雅雅雅雅仁会長仁会長仁会長仁会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路南ロータリークラブのみなさんこんばんは、 

私が、釧路ベイロータリークラブ 23 代目の会長を

務めることになりました、沢田と申します。 

今回同席しているのが、幹事の渡辺 雅樹君です。 

私自身、表敬訪問は、三回目で、会長として 1 回、

幹事として1回経験して私が、会長職の時のガバナ

ー補佐が長江さんであり、あの時は大変お世話にな

りました。 

クラブ会長方針として、「次世代の礎」とあげ、足

元を見つめ直し、漆崎ガバナーが、2 年後誕生しま

すので、今年度は退会者をださない、会員増強する。

地域必要とされるロータリークラブを目指し、やっ

ていきたいと思います。 

最後に、釧路南ロータリークラブ会員皆様の益々の

ご活躍、ご健勝をお祈りいたしまして、表敬訪問の

挨拶とさせていだだきます。 

どうぞ1年間よろしくお願いします。 

 

 

 

◆釧路北ローターアクトクラブ◆釧路北ローターアクトクラブ◆釧路北ローターアクトクラブ◆釧路北ローターアクトクラブ    星星星星    智也会長智也会長智也会長智也会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、こんにちは。ただいまご紹介頂きました、釧

路北ローターアクトクラブ、第49 代会長を務めさせ

ていただきます、星智也と申します。 

隣におりますのが、幹事の松永憲人会員です。１年

間どうぞ宜しくお願い致します。 

 まず始めに、釧路南ロータリークラブの皆様にお

かれましては、毎年の助成金をいただきまして、会

員一同、心より感謝申し上げます。また、幣クラブ

の河川敷清掃に亀井麻也様、奈良清成様にお越しい

ただき御礼申し上げます。 

さて、今年度のクラブテーマは「挑む」と致しまし

た。会員一人ひとりが若さを活かし、クラブや地域

社会の為、そして自分自身の為に失敗を恐れず、ま

ずは、行動し挑戦して行く事を大切にしようという

想いから、このクラブテーマを掲げました。 

今年度はローターアクトクラブの釧路、根室、帯広

のクラブからなる第３ブロックの行事ホストを釧路

北ローターアクトクラブがつとめる事となります。

ブロック行事を滞りなく成功させていくためには、

会員同士の絆が大切になりますので、より一層団結

し強いクラブへと邁進してまいりたいと思っており

ます。そして、現存するローターアクトクラブとし

て釧路は北海道一古い、歴史と伝統のあるクラブで

す。そのクラブの会長として恥じぬよう、精一杯活

動させて頂きます。 

今期は15 名でのスタートとなります。在籍の長い会

員が卒業され、自分自身を含め経験の浅い会員が多

い中で、アクトにいる意味、アクトにいるからこそ

できるこの時間を無駄にせず成長へと繋げていけれ

ばと思っております。 

例年の度重なるお願いではございますが、18 歳から 

30歳までの従業員の方やお知り合いの方がいらっし

ゃいましたら是非入会のご検討をして頂き、会長ま

たは幹事までご一報頂ければ幸いです。 

釧路南ロータリークラブ様の皆様にも引き続き幣ク

ラブへご指導、ご鞭撻いただきますようお願い申し

上げます。 

最後になりますが、釧路南ロータリークラブ様の

益々のご発展とご健勝を祈念申し上げ、表敬のご挨

拶とさせていただきます。 

今年度１年間、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 



◆謝辞◆謝辞◆謝辞◆謝辞    前田会長前田会長前田会長前田会長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加納ガバナー補佐並びに各クラブ会長様からの表

敬のご挨拶を頂戴し、心から感謝申し上げます。7

月 1日から始まりました各クラブ表敬訪問、まだ終

わってはいませんがここで一息、といったところで

はないでしょうか。明日、明後日と体を休め、来週

月曜日にまた皆様と顔を合わせる事を楽しみにし

ております。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南ロータリークラブ 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

７月１２日（金） 

「 出航式・優秀出席者表彰 」夜間例会 

会場 アクア・ベール18:30～ 

 担当：親睦活動委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        前田会長 

今週の会報担当：佐久間光弘会員 


