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2014 年 10 月 30 日　第 2578 回例会　11 月 6 日　第 2579 回例会

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp
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2014 年 10 月 30 日　第 2578 回 例会 
◇ ゲスト・ビジター紹介
　　アギル・クセスクセス・アギリ君（スウェーデン）
　　和田光弘様

 出席報告　
・会員総数：25 名
　本日出席：12 名　欠席：12 名　出席率 50%
・MAKE UP
　鈴木康仁・松崎（地区会議）
　鈴木康仁・鈴木正孝・土田成明・星野雄
　　　　　　　　（横須賀北 RC 及び三役会）
　により、出席率は 61.6％となります　　　　　

2014 年 11 月 6 日　第 2579 回 例会 
◇ ゲスト・ビジター紹介
　　　　　本日はいらっしゃいません

 出席報告　
・会員総数：25 名
　本日出席：11 名　欠席：14 名　出席率 44%
・MAKE UP
　鈴木正孝（エンドポリオ・準備 3回）
　松崎貞男・高木巌・芹川直行・鈴木康仁
　　　　 　（エンドポリオ・準備 2回）
　菊池恵（エンドポリオ 1回）
　　により、出席率は 100％となります　　　

青空 草刈例会
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