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《司 会》  相原 雄治 君

《合 唱》  「静岡東ロータリー」

支えていただき感謝致しております。理事、役員の皆
様、ごくろうきまでした。そして、ありがとうござい

ました。

振り返ってみますと、やはり 会員の皆さんのご協
力が全てだったと痛感しています。クラブライフは会

員の皆さん全員が作り上げてゅくものだと思います。

そして、ロータリーは誰にでも何かをもたらしてくれ

るものですね。仲間を作ろうと申し上げて過ごした 1

年でした。会員相互のコミュニケーションは、これか

らもますます実行していただきたいと願つています。

幹事、副幹事ともどもお礼申し上げます。 1年間

本当にありがとうございました。

今夜は、いわば杉山年度に引き継ぐ前夜祭でもあり

ます。本日は大いにやりましょう。

《由利ガバナー補佐挨拶要旨》

早いもので終わつてみればあつという間ですが、ク

ラブを代表して誰かがやらねばならないガバナー補佐

を、約一年半浜松へ通いながら務めさせていただきま

した。各クラブが様々な工夫をしながら一生懸命活動
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平成 27年 6月 25日  天候 晴

されており、又多くの方々と

の出会いにより、大いに勉強

させていただき感謝していま

す。特に当クラブの皆様には

IMと いう一大行事を見事に

開催していただき、他クラブ

から賞賛の声を多数いただき

ました。これも当クラブの底

力、団結の賜物 と思います。

8年後にはまた、当クラブよリガバナー補佐を出す

ことにな ります。皆 さん一人ひとりが、その時は自分

の番だなという思いを持ちながら8年後に向けしつか

りと勉強 していただきたいと思います。

一年間お世話になり、ありがとうございました。

《退会会員ご紹介》

長きにわた り当クラブ会員であ られた司馬会員が

体力面のことから、本 日をもつて退会 されることとな

り、参加者より万雷の相手でもつて、長年のご功績に

感謝の意を表 しました。

≪夜間例会親睦会》

大角親睦 リーダーの司会進行により、今年度最後の

例会とい うことで親睦会がスター トしました。

杉山次期会長による乾杯の発声後、会員相互間でこ

の一年を振 り返 りながらの歓談を楽 しみました。

最後は全員で大きな輪を作 り、恒例の 「手に手つな

いで」を輪になつて合唱 し散会 とな りました。一年間

本当にお疲れ様で した。

《本日のお祝い≫

お誕生日
6月 28日 柴日 啓之助君

《会長挨拶要旨》

最後の例会に際して

結婚記念 日

該当なし

H

本日は、今期 最後の例会

となりました。 1年間あり

がとうございました。

由利ガバナー補佐には

この 1年間いろいろご指導

いただきました。ありがと

うございました。そして

相原幹事、川口冨1幹事には

杉山新会長による乾杯



司馬会員を囲んで 柴口啓之助 君 ソングリーダーも無事終わる事が出来

ました事に感謝してスマイル。

佐久間 武 君 新入会員としてこれから宜しくお願い

します。

《6月 25

伊藤洋一郎

由利 浩志

自分スマイル報告》

君 一年間有難 うございました。全ての会

員の皆様に感謝 しスマイル します。

君  クラプを代表 して一年間ガバナー補佐

を務めさせていただきま した。大変多

くの方 と知 り合 う機会を与えていただ

き感謝申し上げます。大小クラブそれ

ぞれの皆様が素晴 らしい活動をされて

います。大変勉強 させていただきまし

た。有難 うございました。

君 伊藤会長、相原幹事並びに役員 リー

ダー・委員の皆様、一年間お疲れ様で

した。又由利ガバナー補佐、事務局を

担当された山下会員、一年間お疲れ様

でした。感謝 しスマイル します。

君 結婚記念 日のお花を有難 うございまし

た。又この一年至 らぬ事ばか りの幹事

杉山明喜雄

《第 3119回 くらく会報告》

平成 27年 6月 23日 (火 )焚 静岡倶楽部

出席 4名 投句 2名

兼題  「草笛」「田植J 他当季雑詠

第 1席 草笛を友と奏でる帰り道

草笛を教える父も幼な顔

第 2席 日植時流れし唄も今はなく

他 2名 2句

相原 雄治

でしたが皆様のお陰でなんとか新間幹

事に引き継げそうです。有難うござい

ました。

河原崎宏之 君 昨年 7月 に入会させていただき一年。

スマイル委員、親睦委員をさせていた

だきました。一月年を記念してスマイ

ルします。

大角 晋朗 君 一年間親睦活動グループリーダーとし

て活動させていただきました。会員皆

様と、一緒に活動してくれました親睦

グループメンバーに感謝してスマイル

します。有難うございました。

富井 一矢 君 先週は多くの会員の皆様にお越しいた

だき誠に有難うございました。又スマ

イルの皆様一年間お疲れ様でした。

長日きみの 君 先日は新入会員を囲む会を設営いただ

き有難うございました。特派員仕込み

の曽根会員に私の大層な紹介をしてい

ただいたお陰で、私から逃げるように

誰も近寄らず一人淋しく早々に帰宅し

ました。改めまして感謝し今年度最後

のスマイルをします。

小山 宏之 君 今年度の皆さんのスマイルに感謝する

と共に、来年度も変わらぬスマイルを

期待して。

小山 宏之

今井 富子

新間 和美

《6月 18日 分スマイル報告≫

司馬 速  君 体調不良の為今月末をもつて退会しま

す。皆様には永い間お世話になりまし

た。有難うございました。「′さ不全のろ

のろ歩く蜻鍮らJ

伊藤洋一郎 君 ささやかな幸せの為にスマイルせよと

小山さんから言われ、人に言えない幸

せに包まれてスマイルします。佐久間、

小山、両新会員を歓迎して。

曽根 正弘 君 新入会員の小山さん、佐久間さんを歓

迎いたします。

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MLI 完全久席 確定出席率

6/25 51) ll

6′ 18 42 10

6/11 5 9 6 3 93 88"


