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第１回　クラブフォーラム

テーマ「会員増強について」

本 日 の 卓 話 次回の卓話 （7 月 23 日）

「アートセラピーで心の健康に
気づき築こう」

「ジャイアンツ・アカデミー
について」

黒須　美枝　様

河埜　和正　様

アートセラピーアカデミー㈲

読売巨人軍　アカデミー事務局

代表取締役

アカデミー校長

紹介者　渡辺新吉会員

紹介者　清水卓治会員7 月 9 日　第 1097 回例会報告

「内容を録音したデータが事務局にあります」

卓 話

卓話をされる黒須美枝様

幹事報告

1．7 月 8 日 ( 火 ) 地区ロータリー財団セミナーが

開催され、柴山会長、河合会長ｴﾚｸﾄ、塙国際奉仕

委員長が出席されました。

また、11 日 ( 金 ) には、石川パストガバナーの

会に唐木パスト会長が出席されます。

2．バギオ基金より、『バギオだより』第 43 号が届

きましたので、回覧いたします。

3．来週 7 月 16 日の例会終了後に第 1 回　クラブ

フォーラムを開催いたします。

テーマは「会員増強について」です。会員各位

の忌憚ないご意見をお願いいたします。

4．家庭集会並びに親睦旅行のご案内をメールボッ

クスへ配布いたしました。ご確認をお願いいたし

ます。

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：6名　出席数：36名

欠席数：10 名　出席率：78.26％

6 月 25 日修正後出席率：94.12％

クラブゲスト：黒須美枝様（卓話講師）

ニコニコＢＯＸ

＊林　一好会員

本日の例会関連委員会は欠席させていただきま

す。小林佳俊さん、秋本康彦さん、松岡幹事、サ

ブ SAA の皆様、よろしくお願いいたします。16 日

の例会より出席をさせて頂きます。

＊塙　弘道会員

服部前会長、澤部前幹事ご苦労様でした。柴山会

長、松岡幹事よろしくお願いします。



親睦旅行会のご案内

親睦活動委員長　棟田和博

現在準備が進んでいる第２回復興支援「東京ドー
ム少年野球大会」の疲れを、今年は翌月の９月に温
泉で癒す親睦旅行会を下記の通り企画いたしました。

宿泊する熱海後楽園ホテルは創業 50 年の老舗旅
館で、伊豆大島も一望出来る露天風呂、相模湾の魚
介を中心とした宴会料理、二次会はホテル内で麻雀
やカラオケ、そして近くには名門ゴルフコースも沢
山あります。ホテルでゆっくりと温泉に入りながら
例会場とは違った雰囲気のなか、会員同士で親睦を
深めて頂けるでしょう。

つきましては「郷友会」、「華友会」、「心に宿る歌
を愛する会」、「碩心会」、「旅と食事を楽しむ会」等、
各会の企画を今回の親睦旅行の日程を合わせて頂け
れば幸いです。

万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。

　
記

日　時	 2014 年 9 月 26 日（金）～ 9月 27 日 ( 土 )
行　程	 詳しいお知らせは後日再度いたします
会　費	 25,000 円

以上

隈元香巳シェフ優勝記念
お祝い合同家庭集会開催のお知らせ

親親睦活動委員会委員長　棟田和博

本年 1 月 27 日に、フランス南部の都市カルカリ
ンヌで開催された国際料理コンクールで、ホテルメ
トロポリタンエドモントの隈元香巳シェフが見事
優勝されました。このコンクールは今回で 64 回目
となるフランス料理界では最も古く権威ある大会で、
審査委員長はフレンチの帝王であるジョエル・ロブ
ション氏が務めています。

このコンクールの優勝カップが海を越えて遥々日
本に渡ってきたのは、今回が初めてのことです。

多くの会員の皆様から、優勝お祝いの食事会を是
非開催して貰いたいとのご要望を頂き、通常の班分
けした家庭集会ではなく、合同での家庭集会という
形で 8月に開催させて頂くこととしました。

下記の出欠表にご記入の上、7 月 15 日（火）　ま
でに、ＦＡＸにて、ご返事を下さい。１回のディナー
最大人数が 25 名となっていますので、先着 25 名の
方とさせて頂きますことをご了解下さい。

記

日　　時	 平成 26 年 8 月６日（水）
場　　所	 ホテルメトロポリタンエドモント
食事開始　　　午後 6時
会　　費　　　15,000 円（コース料理、飲み物、
	 	 　　　　　サービス料、消費税込）
＊決められたビール、赤白ワイン等以外の飲み物は別途

以上

ニコニコＢＯＸ	 29,000 円

累　　計	 58,000 円

＊相本秀次郎会員

6 月からワールドカップが始まり、忙しい 1 ヵ月

でした。日本は予選で負けましたが、本日のパブ

リックビューイング等で、全国で何拾万人もの人

が見ているとの事で、サッカーファンの多さに驚

きです。

＊大住省一会員

家内に誕生祝有難うございました。お花美しかっ

たです。

＊加藤利雄会員

原田さん、有難うございました。大変楽しませて

いただきました。

＊星野大記会員

新人が４名増えました。全員若い女性なのですが、

男性社員の雰囲気が変わり、フレッシュになって

驚きました。

＊清水卓治会員

マー君に会って来ました。

＊米倉伸三会員

会員増強の基本は、退会防止にヒントがあるよう

です。

＊山路敏之会員

早朝のブラジルの歴史的大敗のため、明日からの

リオデジャネイロ行きを中止しました。ますます

野球大会に専念します。

＊新里時夫会員

誕生日お祝い有難うございます。

2013 ～ 2014 年度
100％アテンダンス表彰者（合計 23 名）

（敬称略）

24 年　100％アテンダンス（２名）

秋本康彦、米倉伸三

23 年　100％アテンダンス（１名）

新里時夫

22 年　100％アテンダンス（３名）

深澤壽一、唐木千暁、鈴木嘉男

20 年　100％アテンダンス（２名）

塙　弘道、柴山修一

19 年　100％アテンダンス（２名）

伊藤　守、近藤博隆

18 年　100％アテンダンス（１名）

小出　豊

16 年　100％アテンダンス（１名）

松下和正

９年　100％アテンダンス（１名）

相本秀次郎

８年　100％アテンダンス（２名）

本間正巳、大住省一

６年　100％アテンダンス（２名）

廣瀬英昭、澤部利蔵



ホームクラブ 100％出席者

22 年表彰

16 年表彰

５年表彰

23 年表彰

19 年表彰

８年表彰

１年表彰

24 年表彰

20 年表彰

９年表彰

４年表彰

５年　100％アテンダンス（２名）

本郷　滋、松岡　浩

４年　100％アテンダンス（３名）

小林佳俊、櫟本健夫、魚崎亮一

１年　100％アテンダンス（１名）

服部浩美

■ホームクラブ100％表彰者

　近藤博隆（通算14回）、柴山修一（通算３回）

　本間正巳（通算２回）、小林佳俊（通算２回）




