
点鐘　…滝澤　勇会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

第2780地区第6GPガバナー補佐 保田嘉雄様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・2022-23年度ガバナーノミニー選出について

◎ＲＩ日本事務局　より
・年次総会と「中間報告」について

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま　VOL.236

幹事報告

◎例会変更
・座間ＲＣ

2019年12月18日（水）→12月20日（金）移動例会
Ｘｍａｓ例会　18：30点鐘

スマイル

第6Ｇ AG 保田嘉雄様
本日はＩＭ実行委員会の例会におじゃましました。
お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

滝澤　勇会長・和田勝美幹事
RI第2780地区第6グループ ガバナー補佐保田嘉雄

様、本日の例会どうぞよろしくお願いします。

黒栁告芳君
久し振りのスマイルです。保田ガバナー補佐、ようこ
そいらっしゃいました。本日宜しくお願いします。

西嶌洋一君
結婚記念のお祝いありがとうございました。当日賞
です。所用のため早退致します。

常磐重雄君
結婚記念のお祝いありがとうございます。所用によ
り早退致します。

建部卓也君
入会記念のお祝いありがとうございました！ 3年未
満が解けても、初心を忘れず勉強の毎日です。

髙橋朋浩君
前回の記念例会で初めてソングリーダーを務めさせ
ていただきました。四拍子になってなく、皆様にお恥
ずかしい所を見せてしまいスマイルさせて頂きま
す。

芳澤　渉君
本日所用により早退させて頂きます。

今日のお花

山茶花（滝澤　勇会長）

第2863回例会（11月26日）☆司会　建部卓也 副SAA

今日の例会（2019年 12月 3日）

「年次総会」
担当：滝澤　勇会長

次回の例会（2019年 12月 10日）

「生活習慣病の予防」
担当：社会奉仕委員長 栗原良幸君

講師：厚木市役所 健康づくり課 保健師 杉山晃子様
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例会　「ＩＭ実行委員会報告」

担当：ＩＭ実行委員長 壽永純昭君

敬称略
高橋宏

保田嘉雄

プログラム等 常磐重雄

講演会等 黒栁告芳

懇親会等 中和信治

壽永純昭

滝澤勇

実施日

登録 １３：００～１３：３０ レンブラントホテル厚木

Ⅰ部 開会式 １３：３０～１４：００ ２階　暁紅
司会 ホストクラブＳＡＡ 西迫哲

開会の言葉 ＩＭ実行委員長 壽永純昭
点鐘 ガバナー補佐 保田嘉雄
国歌斉唱 (君が代) ソングリーダー 黄金井陽介
ロータリーソング (奉仕の理想) ソングリーダー 黄金井陽介
物故会員の黙祷 ガバナー補佐 保田嘉雄
来賓紹介 ガバナー補佐 保田嘉雄
歓迎の言葉 ホストクラブ会長 滝澤勇
ガバナー挨拶 地区ガバナー 杉岡芳樹
ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐 保田嘉雄

Ⅱ部 講演会 １４：００～１５：30 ２階　暁紅
講師紹介 ホストクラブ会長 滝澤勇

講師 ＡＣジャパン 常務理事・東京事務局 持松和弘
演題 未定
謝辞 ＩＭ実行委員長 壽永純昭

Ⅲ部 閉会式 １５：30～１６：00 ２階　暁紅
司会 ホストクラブＳＡＡ 西迫哲

次期ガバナー補佐紹介 ガバナー補佐 保田嘉雄
次期ガバナー補佐挨拶 大和中ＲＣ 辻彰彦
次期ホストクラブ発表 ガバナー補佐 保田嘉雄
次期ホストクラブ会長挨拶 大和ＲＣ 伊藤彦二
閉会の言葉 実行副委員長 高橋宏
点鐘 ガバナー補佐 保田嘉雄
諸事お知らせ ホストクラブＳＡＡ 西迫哲

休憩 １６：00～１６：15

Ⅳ部 テーブルディスカッション・懇親会 １６：15～１８：００ ３階　相模
開会の言葉(司会) ホストクラブ副ＳＡＡ 建部卓也
乾杯 厚木ＲＣ理事 黄金井康己

ミーティング 各テーブルリーダー
歓談

閉会の言葉 ホストクラブ副会長 黒栁告芳
ロータリーソング (手に手つないで」 ソングリーダー 黄金井陽介

２０２０．２．９

司会

実行委員長挨拶

ガバナー補佐挨拶

担当毎のグル－プ会議

各担当毎の進捗状況報告

会長コメント

１／１１／２６例会進行予定表

ＩＭプログラム(案)
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出席報告　＜会員39名、出席対象37名＞

11 月 12 日例会　　確定出席率 83.33％ 11 月 26 日例会　　出席 33 名　欠席 5 名　出席率 89.19％
＜事後メイク＞
　黄金井陽介君（11月20日／厚木中RC）

＜事前メイク＞
　黄金井陽介君（11月22日／厚木県央RC）
＜欠席＞
　鈴木茂男君・西迫　哲君・金井良雄君・前田睦樹君

全体 １．２．３階 敬称略 順不同
項目 担当者 依頼先 依頼日 総務 高橋　浩
全体統括 栗原良幸
会議案内 記録 常磐重雄
議事録作成 柳田純昭
予算案・管理 前島憲司
パンフレット作成 鈴木茂男
会場案内 高橋朋浩
受付 三橋一皓
登録料・会計 深澤明央
司会 前田睦樹
物故会員確認
当日記録
ソングリーダー
報告書作成
ＤＶＤ作成
二次会

その他

講演会 ２階 敬称略 順不同
項目 担当者 依頼先 依頼日 会場 会田義明
司会 西嶌洋一
進行 発表 黒栁告芳
プロジェクタ－ 西迫　哲
講師打合せ 米山尚登
質問打合せ 高橋伸一郎

会場レイアウト 芳澤　渉
会場設営 福原譲二
会議室手配 石村哲也
控室手配 建部卓也
当日誘導 高橋孝道
ペットボトル
お土産
その他

３階 敬称略 順不同
項目 担当者 依頼先 依頼日 接待 前田賢一
来賓リスト 山口巌雄
参加人数把握 懇親 中和信治
テーブルディスカッション 小林　透
質問者・質問内容依頼 本多正彦
書記 森住　等
控室割振り 市川信也
当日誘導 内山全浩
受付 今井銀河
会場設営 畑中雄太
懇親会内容 黄金井陽介

食事メニュー等 早嵜慶一郎

アトラクション 金井良雄
その他

テーブルディスカッション・懇親会

セレモニー
例会テーブルグループ


