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第 1188回例会
その他来信
先週の夜間例会には、多数ご参加 例会変更

財団室 NEWS8 月号
※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

頂き有難うございました。また、日

8／9（木）津久井中央

曜日には相模大野で“プレもんじぇ”

8／10（金）相模原グリーン※

があり、角尾会員と 2 人で相模女子

8／13（月）相模原東※

大のお手伝いをしてきました。8／25

8／14（火）相模原中※

相模原※
大和田園

大和

～26（土・日）には“もんじぇ祭り”がありますので、
皆さんにもお力添えを頂きたいと思います。

角尾彰央 親睦担当委員
8／22（水）の“ひばりの夢コンサート”の後、お

皆さん、カーネル･サンダースはご存知ですね。ケン

タッキー･フライド･チキンの創業者で、店舗前に立像 とのわのメンバーと先生方を交えて懇親会を行いま
（173 ㎝）の人形があります。全ての店舗にある訳で す。会場・時間等決まり次第お知らせしますので、多
はありませんが、最近座像が出来たそうです。今のと 数のご参加をお願いします。
ころ都内に 4 つ、横浜本社に 1 つ、計 5 つしかありま

齋藤美希子 実行委員長

せん。座像を作った理由は、子どもの目線に合わせ、

今月 22（水）谷口台小体育館で行う、

優しいイメージ作りを狙ったとういう説が流れていま
す。本当のカーネル･サンダースは激情型で、喧嘩早く

“ひばりの夢コンサート”について、

波乱万丈の人生を送ったそうです。実際の身長は 180

最終確認をします。各校とも演奏曲が

㎝、体重は 90 ㎏あったそうです。ロータリアンであり、

未だ決まっていません。決まり次第、

秘密結社フリーメイスンのメンバーでもありました。

布野幹事に連絡しプログラム原稿の仕上げ→事務局で

事業を興した時は既に 65 歳で、彼のポリシーは「出来 印刷となります。
ることをやれ。やるなら最善を尽くせ。」で「最も奉仕 ①

プログラム（400 部）ロータリー入会案内数部

するものが最大の利益を得て、我が身の前に他人に奉 ②

飲料（250 本／スポーツドリンク等）
・・座間会員

仕せよ。」と言っていました。高齢でありながらフラン ③

大型扇風機・・大野会員に依頼

チャイズを増やし、バイタリティのある人でした。私 ➃

弁当・・親睦担当（人数は次週確認）

達も年齢を言い訳にせず、仕事にもロータリーにも頑 ⑤

懇親会・・親睦担当（ガクさん／人数は次週確認）

張って行かなければと思いました。

熱中症対策として塩飴・タブレット用意

⑥

・・布野会員
・地区大会親睦ゴルフコンペの案内

⑦

障害保険（熱中症対応含む）・・小口会員

日程：9／10（月） 募集定員：50 組 200 名

➇

おしぼり・・角尾会員

場所：レイクウッド GC（大磯町黒岩 169 番地）

⑨

クーラーBOX、保冷剤等・・角尾会員・座間会員

競技方法：新ぺリア方式

当日は、相当な暑さが予想されます。会員の皆さんは

登録料：5,000 円（送金〆切：8／20）

会場内（練習中・コンサート中を含め）に具合の悪い

費用：16,000 円（諸経費･利用税込）

方がいないか、気配りをお願いします。気分が悪くな

（昼食・ドリンク・売店・練習場等は個別清算） った方用に、冷房の効いた教室（RC・おとのわが昼食
申込〆切：8／3（金）

時使用）を確保してあります。

当日のスケジュール

会員増強担当部より

8：30

谷口台小児童集合

9：00

共和･上溝小児童集合

9：30

挨拶・準備

クラブの会員増強目標達成の一助として、オンライン
の入会候補者情報プログラムに関する情報をお知ら
せ申し上げます。Rotary.org/ja/join のページからク

10：00 大野 RC 会員・おとのわ集合
（早めに来られる方は 9：00 頃から）
小学校・おとのわ・RC 顔合わせ

候補者に適したクラブを指定します。情報を寄せた入

適時昼食・飲料等引き取り等

～

13：00 駐車場誘導（交代で・帽子被って！）
13：15 開場（プログラム配布）

会候補者に対して皆さまのクラブが指定された場合、
この候補者の情報を確認して連絡を取るよう求める
E メールが皆さまに送信されます。また、クラブの幹

13：30 開演

事、事務局常任職員、会員増強委員長にも同様の E

RC 会長挨拶

メールが送信され、クラブを担当するガバナー補佐に

おとのわ演奏

もメールが同時送信（CC）されます。

谷口台小演奏

クラブで以下を行って頂けますようお願い致します:

共和・上溝小合同演奏

● 入会候補者の情報をオンラインで管理する担当者、

出演者全員で合同演奏

また候補者への対応を行う担当者を決める。この取り

15：00 終演

組みにおいては、幹事と会員増強委員長が重要な役割

15：30 児童反省会

を担うことができます。

16：00 撤収

● My

17：00 懇親会
概ね、昨年同様です。RC 会員は揃いの T シャツ着用
でお願いします。懇親会ですが、おとのわ 6 名＋先生
方は招待となります。会計的に厳しいので、極力ご参
加下さいますようお願いします。また、多少の負担増
はご理解ください。
次年度の開催について報告します。来年 8 月のグ

l

これを審査し、この候補者に適した地区を指定しま
す。その後、この地区の役員が情報を確認した上で、

10：15 練習開始
～

ラブ入会への関心が寄せられると、ロータリー職員が

リーンホール抽選会に行ってきました。8／3（土）
9～17 時、大ホール、リハーサル室、練習室 1.2
全て貸し切りで予約が出来ました。補助金申請が
可能かどうか、今後検討したいと思います。

ROTARY のクラブの運営のセクションから、

指定された入会候補者の情報を確認する。候補者が会
員として適格であると思われる場合、直ちに候補者に
連絡をお取りください。対応を怠ると、ロータリーに
対する関心が薄れてしまう可能性があります。
● 入会候補者情報の管理のページで、候補者の情報を

入力し、状況を更新する。また、クラブや地区リーダ
ー用にここに所見を残すこともできる。入会した場
合、入会候補者情報の管理のページから入会させる
か、候補者のロータリーID 番号を使って新会員とし
てクラブに追加する。
● この候補者が会員として適格でないと判断した場

合、または問い合わせへの対応を拒否する場合は、所
見欄にその理由を入力した上で、この候補者を地区に
33 歳に
なります！

定します）。

今後の予定

今月の記念日

8／15（水）夏季休会（定款第 8 条第 1 節ｃによる）

会員誕生日
森

戻す（その後、地区がこの候補者をほかのクラブに指

8／22（水）「ひばりの夢コンサート」＆夜間例会

崇彦 会員（13 日）

8／29（水）➡ 8／25・26「相模大野もんじぇ祭り」

出 席 報 告

9／5（水）【基本的教育と識字率向上月間に因んで】

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

2名

10 名

2名

0名

0名

83.33 ％

7／18 91.67 ％

