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2019 ～ 2020 年度クラブ週報　No.35

6 月 17日例会（通算 2428 回）

　　１．開会点鐘（１２：３０）
　　2．来客紹介
　　３．会長の時間
　　４．幹事報告
　　５．出席報告
　　６．委員会報告
　　７．ニコニコ箱紹介
　　８．プログラム
　　　　「後期炉辺会合報告」　各班リーダー　
　　９．閉会点鐘（１３：３０）
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3 月 11 日（水）例会記録

開 会 点 鐘

「奉仕の理想」「クラブソング」

　新型コロナウイルスの感染者が姫路でも出ました。この感染症の影響で、4月に予定していた、仙台、
石巻での千年希望の丘育樹事業を行うことを断念し、中止を理事会で決定しました。また、ソウル漢江
RC50 周年記念祝賀会参加につきましても、韓国政府の日本人入国拒否のため、不参加としました。また、
例会休会につきましても本日臨時理事会をかいさいし、決める予定です。また 4月に予定している花見
例会につきましては、現時点では開催予定ですが、状況により、中止する可能性もあります。
　3月 10日から 14日ころは、七十二候では、「桃始笑 ( ももはじめてわらう）」。桃の花が咲き始めるこ
ろです。今年は、暖冬のためか、市ノ橋の近くに咲くハクモクレンが例年より早くきれいに咲いていま
す。今週末 14日には奈良東大寺のお水取りも終わり、日に日に暖かくなってくる季節です。卒業入学の
シーズンですが、新型コロナウイルスの影響で、いろいろなイベントが中止されています。中止か決行か、
難しい判断を迫られます。経済のことは詳しくありませんが、株価や原油価格の下落が進み、経済への
影響がかなり出ているようです。会員の皆様の事業所ではいかがでしょうか？早く終結することを願っ
ています。

会 長 の 時 間 ……………………………… 備谷信哉会長

＜古稀のお祝い＞

〇地区大会表彰　＜１００％連続出席優秀会員＞
　　　　　　　　　　　４５年間　横田盛策会員　２０年間　山水　満会員

〇ガバナー事務所より「地区補助金プロジェクト見学訪問」の案内がまいっております。
　実施クラブ　上郡佐用ロータリークラブ
　プロジェクト名　介護福祉施設での会員による自作自演の寸劇公演
　実施日時　2020 年 4月 19日（日）14時～ 16時
　実施場所　介護老人保健施設　高峰の里
　メークアップ　可

〇��神戸西ロータリークラブより「第 44回ロータリー少年少女キャンプ」中止のお知らせがまいっており
ます。

〇各ロータリークラブより新型コロナウィルスの感染拡大防止による例会休会のお知らせがまいっており
ます。

　　　高砂ＲＣ　3月 1３日、27日。高砂青松ＲＣ　3月 11日、18日、25日。
　　　相生ＲＣ　3月 11日、18日。神崎ＲＣ　3月 12日、19日。
　　　姫路南ＲＣ　3月 16日、23日。姫路東ＲＣ　３月１６日、２３日。
　　　尚、以降の例会は今後の状況を鑑み判断されるとのことです。
　　
〇��４月 8日（水）の「花見家族親睦例会・家族親睦ゴルフコンペ」の出欠表を回覧します。
　また、先週に引き続き、3月 25日（水）「職場例会」の出欠表を回覧しますので未記入の方はご記入下さい。
　
〇例会終了後、桃山の間に於きまして「臨時理事役員会」を開催しますので理事役員の方は出席下さい。

幹 事 報 告 ……………………………… 三宅敬幹事
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出 席 報 告 ……………………………… 石田文徳委員長

“出席は第一のクラブ奉仕である”
会員数 出席数 当 日

出 席 率
前々週メー
クアップ数

出 席
免除者

前 々 週
欠席者数

63 30 47.62％ 13 10 10

��＜当日欠席会員＞��　
伊賀・石川・石田・上野・永川・岡田・片岡・河上・関本（慶）・高吉・辻・德長・永岡
仲上・中農・中村（浩）・藤橋・振角・松田・三木（正）・山崎・吉井・鷲尾　各会員

＜ �2 ／２３分　メークアップ＞�　　　�
２／２０（姫路中央ＲＣ）中村（浩）・吉原　両会員
２／２２（ｅクラブ）本田会員　　２／２５（ｅクラブ）岡田会員　　
２／２６（ｅクラブ）上野会員　　２／２６（高砂青松ＲＣ）三木（健）会員
２／２７（ｅクラブ）永岡・藤橋　両会員　　
３／　２（ｅクラブ）片岡・辻・振角　各会員　　３／　３（ｅクラブ）高吉会員
３／１０（ｅクラブ）山崎会員

・・・石橋会員、卓話をよろしくお願いします。

岩谷・河合・岸元・北野・國富・小山・重岡
島田・白川・田路・中村（正）・新・萩野・林野
備谷・帽田・細野・本田・前田・丸尾・三木（健）
三宅・山田・横山・吉原　各会員 }
吉田会員・・・東日本大震災から丸 9年。被災された方々のご冥福をお祈り申し上げます。
　　　　　　　皆さんに笑顔が戻ってくることを祈ります。

大谷会員・・・結婚記念日自祝。
山水・横田　両会員・・・地区大会連続１００％出席表彰の自祝。

ニ コ ニ コ 箱 ……………………………… 細野友克副ＳＡＡ

ニコニコ集計 3月 11日例会分
当日件数 29件 累計件数 1098 件

当日金額 42,000 円 累計金額 1,663,000 円

プ ロ グ ラ ム ……………………………… 帽田剛史プログラム委員長

石橋悦次会員
「コロナウイルス感染予防について」

感染予防のポイント
○�こまめな手洗い
　�外出したあとやティッシュを使用した後等に石鹸を使用して十分な手洗
いを行いましょう。手指消毒用アルコールも効果があります。
○咳エチケット
　�咳やくしゃみの症状があるときは、マスクを着用するか、ひじの内側・
ティッシュやハンカチなどで口や鼻を覆いましょう。手で覆った場合
は、すぐに手を洗いましょう。
○人混みを避ける
○免疫力を高めるために、十分な栄養と休養を取る。

lenovo-pc20
長方形
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日　　時　　　令和２年　３月 4日（水）１３：３０～ 14：30
場　　所　　　ホテルサンシャイン青山２Ｆ「桃山の間」
出 席 者　　　備谷・三宅・伊賀・吉田・丸尾・重岡・横山・小山・島田

帽田・鷲尾・林野（オブザーバー）　各会員　
１．開　　会
２．会長挨拶
３．出席者・議事確認
４．議　　事

　　　　○審議・協議事項 
　　　　　１．新入会員について。
　　　　　　　　桂　史郎氏　大和リース（株）姫路支店　支店長
　　　　　　　　小林雄介氏　サイファー税理士法人　姫路事務所　所長
　　　　　　　　桝　智雄氏　旭ホームズ（株）代表取締役
　　　　　　　承認。

２．2020 年決議審議会及び 2022 年規定審議会への提案募集などに
　　ついて。

　　　　　３．第４６回夢前川川まつり打ち上げ花火への協賛について。
�　　　　　　　例年通り協賛・広告代として３５，０００円を広報委員会より搬出。
　　　　　４．会員の出席免除について。
　　　　　　　　中村正行会員　事業継承準備のため７月より１年間休会。
　　　　　　　承認。
　　　　　５．欠席の続く会員への対処について。
　　　　　　　再度、文書で例会出席を促す。状況が変わらない場合、５月定例理事
　　　　　　　役員会で判断をする。
　　　　　６．委員会事業について。
　　　　　　〇環境保全委員会・社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会
　　　　　　　・千年希望の丘植樹祭の件。
　　　　　　　　宿泊ホテルのキャンセルについて。
　　　　　　　　新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止とする。　
　　　　　　〇国際奉仕委員会
　　　　　　　・ソウル漢江ＲＣ設立５０周年記念式典について。
　　　　　　　　５月６日～８日なので航空券キャンセル料の発生前の４月定例

理事役員会で決定することとする。
　　　　　７．例会プログラムについて。
　　　　　　　４月
　　　　　　　１日（水）「会員卓話（事業継承の話）」新　三郎会員
　　　　　　　８日（水）「花見家族親睦例会」

18：00～ 20：00　於；和ダイニング三日潮
　　　　　　　　　　　　　☆第 2回家族親睦ゴルフコンペ　於；高室池ＧＣ
　　　　　　15日（水）「ＰＥＴＳ報告」吉田和正会長エレクト
　　　　　　22日（水）「
　　　　　　29日（水）「休会　祝日（昭和の日）」

３月定例理事役員会議事録
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日　　時　　　令和２年　３月１１日（水）１３：３０～１４：００
場　　所　　　ホテルサンシャイン青山２Ｆ「桃山の間」
出 席 者　　　備谷・三宅・吉田・丸尾・前田・重岡・田路・横山・小山

島田・帽田　各会員　
１．開　　会
２．会長挨拶
３．出席者・議事確認
４．議　　事

　　　　○審議・協議事項 
　　　　　１．新型コロナウィルスの感染拡大による３月１８日（水）以降の例会の開催に
　　　　　　　ついて。�
　　　　　　　　3月 18日、25日の例会を休会とする。
　　　　　　　　�4 月 1日以降については、今後の状況を鑑み、3月 23 日～ 25 日ごろ、臨時

理事役員会を開催して審議し決定する。
　　　　　　　　�本日例会の欠席連絡を事務局に例会開始までにした会員に限り出席扱いとす

る。
　　　　　２．その他。
　　　　　　　　〇クラブ奉仕委員会
　　　　　　　　　・３月２５日（水）のクラブ奉仕委員会は中止。
　　　　　　　　〇�親睦委員会
　　　　　　　　　・４月８日（水）の花見例会はキャンセル料が発生するため中止とする。

〇国際奉仕委員会
　・５月　ソウル漢江ＲＣ設立５０周年記念式典について
　　�コロナウィルス感染拡大に伴い、韓国政府が日本人のビザ免除廃止措置
をとったことから今回は中止とする

３月臨時理事役員会議事録

　　　　　　　５月
　　　　　　　６日（水）「休会（振替休日）」
　　　　　　１３日（水）「
　　　　　　２０日（水）「
　　　　　　２７日（水）「

８．その他。
　　　　　　・2020 ～ 21 年度社会奉仕委員会
　　　　　　　地区補助金奉仕プロジェクト申請について。
　　　　　　　２０２１年３月２８日に講演会を開催。
　　　　　　　現在、準備を進めている。

　○報告事項
　５．議事後の確認
　６．次回開催日　令和２年　４月　１日（水）１３時３０分～於；桃山の間　
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日　　時　　　令和２年　４月　１日（水）１２：３０～１３：３０
場　　所　　　〼徳２Ｆ
出 席 者　　　備谷・三宅・伊賀・前田・赤西・重岡・田路・横山・小山

島田・帽田　各会員　
１．開　　会
２．会長挨拶
３．出席者・議事確認
４．議　　事

　　　　○審議・協議事項 
　　　　　１．新入会員について。
　　　　　　　　3名　桝　智雄氏・桂　史郎氏・小林雄介氏
　　　　　　　　4月 1日　新入会員インフォメーション開催。
　　　　　　　　入会日　4月 1日。

２．会員の退会について。
�　　　三木正夫会員　一身上の都合により 3月末退会
　　承認。

　　　　　３．新型コロナウィルス感染症による例会開催について。�
　　　　　　　5月 13日（水）例会まで休会。20日以降については 5月１３日の
　　　　　　　定例理事役員会にて審議し、決定。
　　　　　４．下半期会費の納入状況について。
　　　　　　　５名未納。再請求書を送付する。
　　　　　５．委員会事業について。
　　　　　　　〇社会奉仕委員会
　　　　　　　　・アルコール消毒液の寄付について。
　　　　　　　　　姫路市医師会・歯科医師会へ５００ｍｌを２００本、１６Ｌを
　　　　　　　　　２０缶。
　　　　　　　　　会員配布用５００ｍｌを各２本ずつ。

（事務局にて４月１５日まで配布。）
　　　　　　　　　費用については社会奉仕委員会、職業奉仕委員会、環境保全
　　　　　　　　　委員会より支出。
　　　　　　　〇親睦委員会
　　　　　　　　・年度末夜間例会について。
　　　　　　　　　６月１７日（水）１８時～２０時　於；京見会館
　　　　　　　　承認。
　　　　　５．例会プログラムについて。
　　　　　　　４月
　　　　　　　１日（水）「休会（定款第７条第１節（ｄ）（３）により）」
　　　　　　　８日（水）「休会（定款第７条第１節（ｄ）（３）により）」
　　　　　　１５日（水）「休会（定款第７条第１節（ｄ）（３）により）」
　　　　　　２２日（水）「休会（定款第７条第１節（ｄ）（３）により）」
　　　　　　２９日（水）「休会　祝日（昭和の日）」
　　　　　　　５月
　　　　　　　６日（水）「休会（振替休日）」
　　　　　　１３日（水）「休会（定款第７条第１節（ｄ）（３）により）」

4月定例理事役員会議事録
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＜審議事項＞
　　　１．例会の開催について。
　　　　　６月３日（水）までの例会を休会とする。

６月３日に理事役員会を開催し、６月１０日以降の例会の再開について決める。
　　　　承認。
　　　２．第５回クラブアセンブリー（後期評価と次年度引継ぎ）について。

　中止とする。
　　　　承認。
　　　３．会員の退会について。　
　　　　　中農一也会員　多忙で出席が困難であるため 6月末で退会。
　　　　承認。

　　＜報告事項＞
　　　〇�西播第一グループの増田ガバナー補佐が、医療機関へのフェイスシールド配布を企画さ

れました。各クラブの会長幹事に打診がありましたが、当初は会員１人から５，０００
円寄付頂くということであったため、西クラブは「理事会で協議します」と回答しました。
すると他クラブから「良い計画だから各クラブの理事会を待たずに進めるべきだ」とい
う声があり、また地区から補助金も出る見込みになったため、理事会で協議する必要が
なくなり進んでいます。この話と並行して、姫路クラブは独自にフェイスシールドをマ
リア病院に寄付されそれが神戸新聞で報道されました。その報道では、「今後、姫路ク
ラブは市内の他のクラブと共同してまた寄付をする」というような表現がありましたが、
これが増田ガバナー補佐が企画している寄付の件です。

５月持ち回り理事役員会議事録

　　　　　　２０日（水）「未定」
　　　　　　２７日（水）「未定」
　　　　　　　6月
　　　　　　　３日（水）「未定」
　　　　　　１０日（水）「未定」
　　　　　　１７日（水）「年度末家族親睦例会」於；京見会館　※中止
　　　　　　２４日（水）「会長・幹事離任挨拶」備谷信哉会長・三宅　敬幹事

６．その他。
　○報告事項
　　１．２月新入会員歓迎家族親睦例会決算報告。
　　２．地区行事等の開催自粛について。
　　　〇 2019 ～ 20 年度に関する地区行事・地区プログラム・地区委員会等
　　　　　3月 16日（月）～ 4月 19日（日）開催を自粛。
　　　〇 2020 年度地区研修・協議会
　　　　　中止。
　　３．その他。
　５．議事後の確認
　６．次回開催日　令和２年　５月１３日（水）１２時３０分～於；
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日　　時　　　令和２年　６月　３日（水）１３時１０分～１４時
場　　所　　　「ホテルサンシャイン青山」２Ｆ
出 席 者　　　備谷・三宅・吉田・丸尾・伊賀・前田・赤西・田路

横山・小山・島田・帽田　各会員　
１．開　　会
２．会長挨拶
３．出席者・議事確認
４．議　　事

　　　　○審議・協議事項 
　　　　　１．新入会員について。
　　　　　　　山根健嗣氏　日本製鉄（株）瀬戸内製鉄所　広畑地区　総務部長
　　　　　　　承認。

２．会員の退会について。
　　上野広信会員　会社移転のため６月末で退会。
　　永川太郎会員　仕事上の都合により６月末で退会。
　　松尾京一会員　健康上の理由により６月末で退会。　
　　　

　　　　　３．６月１０日（水）以降の例会開催について。�
　　　　　　　１０日（水）は休会（食事の準備等の理由）

６月１７日（水）から再開。
大きな会場で扉を開いた状態で隣との間隔をあけて配席。
入室前にアルコール消毒。マスク着用。
食事は弁当。ホテル側の配膳はなし（感染予防のため）

　　　　　　　歌は歌わない。

　　　　　４．本年度決算見込みに基づく決算処理について。
　　　　　　　今年度は３月１８日～６月１０日まで例会がないため、予算の
　　　　　　　余剰金が出るのでどのように処理をするか会長・幹事・会計で
　　　　　　　相談し決定をする。

８．事務局のパソコンについて。
　　　　　　　古くなり支障があるため。
　　　　　　　承認。
　　　　　９．例会プログラムについて。
　　　　　　　7月
　　　　　　　1日（水）「会長・幹事就任挨拶」　吉田和正会長・丸尾将満幹事
　　　　　　　8日（水）「五大奉仕委員長就任挨拶」　石田クラブ奉仕委員長

６月定例理事役員会議事録
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次年度臨時理事役員会議事録

日　　時　　　令和２年　６月　３日（水）１３時４０分～１４時４０分
場　　所　　　「ホテルサンシャイン青山」２Ｆ
出 席 者　　　吉田・丸尾・備谷・石田・島田・岸元・関本（慶）・赤西

　　　　　　　　振角・横山・片岡・三宅　各会員　　　　
１．開　　会
２．会長挨拶
３．出席者・議事確認
４．議　　事

　　　　○審議・協議事項 
　　　　　１．次年度委員会構成と次年度例会及び予定スケジュールについて。
　　　　　２．新年度からの例会開催方法について。

　大きな会場で扉を開いた状態で隣との間隔をあけて配席。

　　　　　　　　　　　　　　赤西弘光職業奉仕委員長・振角憲治社会奉仕委員長
　　　　　　１５日（水）「五大奉仕委員長・親睦委員長就任挨拶」
　　　　　　　　　　　　　重岡良則国際奉仕委員長・横山健彦青少年奉仕委員長
　　　　　　　　　　　　　片岡和樹親睦委員長　　　　
　　　　　　２２日（水）「
　　　　　　２９日（水）「」　
　　　　　　　８月
　　　　　　　５日（水）「委員会タイム」

出席・会員増強・選考・職業分類各委員会
　　　　　　１２日（水）「休会（定款第７条第１節（ｄ））」
　　　　　　１９日（水）「定時総会」「会員卓話」　　
　　　　　　２６日（水）「新入会員歓迎家族例会」「親睦家族ゴルフコンペ」

１０．その他。
　　　　　

　○報告事項
　　１．現・次期会長幹事会の結果について。
�
　　２．2019 ～ 20 年度西播第一グループ IM登録料の返金について。
　　　　中止となったため返金をする。
　　　　１７日の懇親会出席者にはこれを充当する。欠席者には返金をする。
３．その他。

　５．議事後の確認
　６．次回開催日　令和２年　７月　１日（水）１３：３０～　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於；サンシャイン青山 2F　
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入室前にアルコール消毒。マスク着用。
食事は弁当。ホテル側の配膳はなし（感染予防のため）

　　　　　　　歌は歌わない。
　　　　　　　7月の一か月間は、健康に自信がなくコロナ感染が心配で欠席する

場合は事務局に連絡して頂ければ出席扱いとする。
　　　　　３．第１回次年度準備クラブアッセンブリーの開催について。
　　　　　　　６月１７日（水）例会終了後に開催。
　　　　　３．各委員会の予算について。�
　　　　　　　※特に奉仕部門の予算、配分について。　　
　　　　　　　６月１７日の準備アッセンブリーで打ち合わせをする。
　　　　　４．社会奉仕委員会・青少年奉仕委員会の共同事業
　　　　　　　「新型コロナウイルス感染症のための除菌液配布事業に関する

作業支援」について。　
　　　　　　　承認。
　　　　　５．ロータリー財団委員会・米山奨学会委員会からの寄付に関する提案について。
　　　　　　　任意募集の形で、会員に R財団・米山奨学会委員長名で会員に寄付を募るこ

とで承認。
　　　　　６．その他。
　　　　　
　　　　〇報告事項
　　　　　１．�２０２０～２１年度西播第一グループ合同例会中止について。
　　　　　　�当クラブがホストであるが、新型コロナウイルス感染緊急事態宣言は解除され

たが、開催時期、開催規模、また第二派の恐れもあるため中止をせざるを得な
いと判断。

　　　　　２．その他。　
　　　５．添付資料
　　　　　①次年度委員会構成表
　　　　　②次年度例会及びスケジュール
　　　　　③次年度予算概要　
　６．議事後の確認
　７．次回開催日　令和２年　７月　１日（水）１３：３０～　

　於サンシャイン青山２F　
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桝　智雄会員

小林　雄介会員

桂　史郎会員

☆ zoomにて新入会員紹介を配信しました。

＜新入会員へバッヂ贈呈式＞
令和2年 6月 3日（水）12：30～

（6月定例理事役員会・次年度臨時理事役員会）

於：ホテルサンシャイン青山 2F
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新旧ガバナー補佐引継ぎ挨拶

2019-20 年度　西播第一グループ

ガバナー補佐　増田泰之

新緑が濃い緑に変わる季節になりました。今年に入ってから新型
コロナウィルスという文字を見ない日がないくらい世界中に緊張感
が走っています。
5月 18 日には兵庫県も緊急事態宣言解除がなされ、まだまだ不
安感が払拭できないままの解除ではありますが、ひとまずホッとし
たという感じです。
さて、解除と言ってもいきなり元の状態に戻すわけにもいかず、
テレワークを含めたソーシャルディスタンスを維持しながら徐々に
元に戻すことになると思います。皆さん方の職場や生活は如何でし
ょうか？
さて、6月は例年新旧ガバナー補佐が各クラブの例会場を訪問し、新旧交代の挨拶をするの
が習わしでした。しかし、今年度はコロナの影響で、各クラブとも例会開催の状況にバラツキ
があり、失礼とは思いますが、各クラブの週報にての新旧交代の挨拶に代えさせていただきま
す。
西播第一グループのメイン事業の一つである IMも中止を余儀なくされましたが、4月中旬
にガバナー事務所から「フェイスシールド寄贈プロジェクトのご提案」のメールを頂き、渡り
に船という感じで早速、地区独自のプロジェクトに手を挙げ、迅速な動きの甲斐あって地区で
は 1番多い 16,200 セットをゲットいたしました。それからというものは、グループ内 6ロー
タリーの会長・幹事の意見を参考にしながら、5月 8日に姫路市へ 15,240 セットと 5月 14
日の神河町への 960 セットを寄贈することが出来、ロータリアンとして奉仕の達成感を味わ
せて頂きました。
グループの皆さん方のご協力に衷心より厚くお礼を申し上げ、1年間の結びとさせていただ
きます。有難うございました。

2020-21 年度西播第一グループ

ガバナー補佐　波多野　芳則

2020 年～ 2021 年のガバナー補佐を務めさせて頂く事になりまし
た、神崎ロータリークラブの波多野です。浅学非才ではございますが
精一杯務める所存です。
自己紹介をさせて頂きます。昭和 62年 11 月に入会させて頂きロ
ータリー歴は 32年になります。職業分類は保険代理業です。
ロータリー歴は永いのですが、未だに判らない事が多く例会日に先
輩、後輩会員の皆様から教わる事ばかりでございます。ロータリーの
例会は人生の道場と聞いた事がありますが、まさしくその通りで例会
に出席するのを楽しんでおります。いくつになっても学ぶという姿勢
でおります。インドの哲学者ガンジーの名言の中に「永遠に生きるか
のように学ぼう」と言うのが私の大好きな言葉です。いくつになって
も学び続ける事が出来るロータリーは私のライフスタイルの中に完全に組み込まれていて、生
活の一部となっております。
このように、スムーズに流れていたロータリーライフが 3月の新型コロナウイルス感染症の
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拡大で今迄に経験した事がない状況になっております。その中で増田ガバナー補佐の素早い
対応でロータリーフェイスシールドの寄贈プロジェクトを西播第一グループとしてされまし
た事は、大変素晴らしい実績であります。
このような素晴らしい活躍をされた増田ガバナー補佐の後を引き継がせて頂く事は、私に
とりまして大変荷が重いと思っております。
各クラブの優秀な会員の皆様のご協力なくしては、補佐の仕事は務まりません。よろしく
お願い申し上げまして、ご挨拶に代えさせて頂きます。

＜新入会員紹介＞
（敬称略）

会員名　　　　桂　史郎
生年月日　　　１９７２年　９月　２日
職業分類　　　リース・建築
勤務先　　　　大和リース株式会社　姫路支店
役職　　　　　支店長
勤務先住所　　〒 670－ 0964　姫路市豊沢町 135番地　大同生命ビル 10Ｆ
　　　　　　　　　☎　　079 － 287 － 3801　�FAX　079 － 287 － 3814
ご家族　　　　奥様・お嬢様お二人
推薦者　　　　横山健彦会員

会員名　　　　小林　雄介
生年月日　　　１９６３年１１月２６日
職業分類　　　税理士
勤務先　　　　サイファー税理士法人　姫路事務所
役職　　　　　所長
勤務先住所　　〒 670 － 0947　姫路市北条 252 － 12
　　　　　　　　　☎　　079 － 222 － 7332　�FAX　079 － 285 － 1865
ご家族　　　　奥様・ご子息・お嬢様
推薦者　　　　三宅　敬会員
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会報委員会では、皆様により親しんで頂ける会報作りに努力致しております。
趣味や、読まれた本の紹介、雑感、企業情報等ご投稿下さいますようお願い致します。

クラブ会報委員会
　委員長：関本慶次郎　�副委員長：永川太郎・山水　満　委員：片岡和樹・前田　洋

電子メールの方は下記までお送り下さい。
事務局　himeji-west@tiara.ocn.ne.jp

次 週 プ ロ グ ラ ム

当 ク ラ ブ
６／２４ 「会長・幹事離任挨拶」　　　　　備谷信哉会長・三宅　敬幹事

７／　１ 「会長・幹事就任挨拶」　　　　　吉田和正会長・丸尾将満幹事

神 崎 Ｒ Ｃ ６／１８ 「１年をふりかえって」　　　　　　　　　　　五大奉仕委員長

姫路中央ＲＣ ６／１８ 「最終例会」

姫 路 南 Ｒ Ｃ ６／２２ 「会長・幹事挨拶」　　　　　　　田路和男会長・成田哲朗幹事

姫 路 東 Ｒ Ｃ ６／２２ 「休会」

姫 路 Ｒ Ｃ ６／２３ 「会長・幹事離任挨拶」　　　　　米谷啓和会長・佐藤光明幹事

会員名　　　　桝　智雄
生年月日　　　１９７２年１２月　８日
職業分類　　　不動産業
勤務先　　　　旭ホームズ株式会社
役職　　　　　代表取締役
勤務先住所　　〒 671 － 1154　姫路市広畑区吾妻町 2丁目 24番地の 1
　　　　　　　　　☎　　079 － 236 － 5171　�FAX　079 － 237 － 3017
ご家族　　　　奥様・ご子息お二人・お嬢様
推薦者　　　　横山健彦会員


