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2012年5月25日　早朝例会（第2622回例会）

開会点鐘

ビジター紹介　宮古ローターアクトクラブ様　4名

県立宮古水産高等学校インターアクトクラブ

顧問　和田秀雄様　　生徒1名

本日の行事　◎早朝例会

浄土ヶ浜清掃

出席報告　　吉田栄華会員　4月中の出席率75．0％

会員数 偬��瑛h��)�B�出席数 偬��越b�徳酪 

29 ���12 鼎��CH�2�72．4％ 

皆さんおはようございます。今日は朝早くから集まっ

て頂き　浄土ケ浜の清掃を行う例会です。

それでは今日のお客様を紹介します。はまきく会2

名、インターアクト2名、ローターアクト4名をお迎えし

ました。今日の清掃は白木山の桜公園を重点的に行いた

いと思います。桜は終わったと思いますが公園には別な

花があると思いますのでそれらを堪能しながら歩きたい

と思います。約1時間の予定でお願いいたします。清掃

が終わればパークホテルで食事をして解散いたします。

軍手とごみ袋は準備してありますので宜しくお願いいた

します。
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