2019-20 年度地区方針「グローバルに考え

本 日

第２３３９回

地域社会とつながり

２０１９年７月１２日（金）

ロータリーを成長させよう」

No.２２２２

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：SAA・会計・クラブ奉仕委員長
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前 回

１２：３０
「 奉仕の理想 」

第２３３８回

加藤

者：

清久

〃

題： 「 各委員会事業説明 」

２０１９年７月５日（金）

〇斉 唱：｢君が代」
〇出席者：会員 21 名中 18 名出席 出席率 85.71％
前々回補正出席率 6 月 15 日 80.95％
〇来訪者：瀬戸 RC 会長 加藤 定江君
瀬戸 RC 幹事 刑部 祐介君

会長あいさつ

演

話

記

録

会計委員長 出席
・7/5(金)新旧会計・事務引継 於尾張旭市商工会館
内 第 4 会議室 加藤会長、舟橋幹事、森
井直前会長、桜井前幹事、事務局 出席
本日の会合：第４回理事役員会 於尾張旭商工会館
内 例会場 13：40～

おめでとう
皆さん、こんにちは。今
年会長職を拝 命致しまし
〇誕生日祝福
た、加藤清久でございます。
７月 ５日 谷口 伸夫君
尾張旭 RC の長い伝統を
妻 昌美様
守りそれを引 き継いで頑
張っていきた いと思って
７月２７日 仲澤 昌容君
いますので、よろしくお願い申し上げます。
いずれに致しましても、今年は多くの行事をかか
えていますので、会員の皆様の融和をはかりながら、
ニコボックス
無事年度が経過できることを祈念して、会長あいさ
〇本日はよろしくお願い致します。ガバナー補佐を
つと致します。
輩出され、大変でしょうが、皆様頑張って下さい。
IM を楽しみにしています。
幹事報告
瀬戸ロータリークラブ 会長 加藤 定江
・6/25･26(水・木)DCS（地区事務連携システム）
瀬戸ロータリークラブ 幹事 刑部 祐介
説明会 於ガバナー事務所 舟橋幹事、
山田地区委員長、事務局 出席
〇瀬戸 RC 加藤定江会長、刑部祐介幹事、よくいら
・7/3(水) 2018-19 年度会計監査 於事務局 森井直
っしゃいました。今年 1 年よろしくお願いいたし
前会長、桜井前幹事 菊田会計監査、松永
ます。
７月１９日（金）
７月２７日（土）
例 卓話担当者：各委員長
夜間例会
卓話者：
〃
（26 日振替）
会 演題:｢各委員会事業説明｣ 担当者：親睦活動
委員会
予
於：セルジョ
受付：PM5：30
定
点鐘：PM6：00

８月２日（金）
８月９日（金）
卓話担当者：各委員長
卓話担当者：松永 洋子君
卓話者：
〃
卓話者： 未定
演題:｢各委員会事業説明｣ 演題:｢ 未定 ｣

加藤 清久君、舟橋 龍秀君、飯田 幸雄君
（菊田青少年奉仕委員長）
箕輪 良孝君
・例年通り協賛することで了承された。
〇今年 1 年、よろしくお願いします。加藤 清久君
６）7 月 27 日夜間例会について
〇幹事として精一杯務めます。1 年間よろしくお願
（金森親睦活動委員長）
いします。
舟橋 龍秀君
・議案通りで了承された。
〇妻の誕生日を祝っていただき。
谷口 伸夫君
〇誕生日を祝っていただき。
仲澤 昌容君
７）12 月 21 日（土）年忘れ家族会について
〇加藤・舟橋年度の初例会を祝して。飯田 幸雄君
（金森親睦活動委員長）
〇加藤さん、1 年頑張って下さい。 江尻
豪君
・議案通りで了承された。
〇加藤会長、この 1 年頑張って下さい。
８）DCS 説明会について （舟橋幹事）
岡本 和士君
・説明がなされた。
〇本年、職業奉仕委員長を務めさせていただきます。
古橋 裕志君
９）2019 年規定審議会で採択された制定案に
〇加藤・舟橋船のスタートを祝して。今年も戦略委
ついて（舟橋幹事）
員長です。
箕輪 良孝君
・戦略委員会で引き続き検討する。
〇分区幹事、クラブ奉仕委員長、ロータリー情報委
員長を務めます。
森井 晴生君
１０）その他の件
〇加藤清久年度の船出に際し、幸多からんことを祈
・市民祭苗木はキンカンで承認された。
ります。ガバナー補佐として精一杯務めます。宜
臨時OFDY委員会
しく御願い致します。
山田 直樹君
日時：2019 年 7 月 5 日（金）理事会前
〇初例会を祝して。理事役員を務めます。
場所：尾張旭市商工会館内 例会場（講習会室）
加藤 清久君、舟橋 龍秀君、井田 武憲君
議題：１）１）ガバナー補佐からの申請について
岡本 和士君、金森 俊輔君、菊田 利昭君
・申請通り承認された。
桜井 雅博君、仲澤 昌容君、西尾 輝久君
卓話
古橋 裕志君、松永 洋子君、森井 晴生君
山田 直樹君
「会長所信表明」
加藤 清久
瀬戸RC 表敬訪問
2018－19 年度の森井会長、
瀬戸 RC
桜井幹事、1 年間お疲れ様で
会長 加藤 定江君(左)
した。この間、両氏には様々
幹事 刑部 祐介君(右)
な業績を残していただきま
したが、特に、会員数を上昇傾向に導いていただき
ましたこと、大変有難く感謝申し上げる次第です。
さて、私、2019－20 年度の会長を拝命致しまし
たので、私なりにクラブの方針を述べたいと思いま
第4回理事役員会
す。ＲＩ会長は「ロ－タリ－は世界をつなぐ」
、ガバ
日時：2019 年 7 月 9 日 7 月 5 日（金）13：40～
ナ－は、
「グロ－バルに考え、地域社会とつながり、
場所：尾張旭市商工会館内 例会場（講習会室）
ロ－タリ－を成長させよう」のテ－マおよび方針を
議題：１）会長からの報告
示されました。私もその流れに沿い、今年度のクラ
・10 月 12 日（土）WFF 例会について
ブの方針を、
「理想のクラブをめざそう」と、会員の
日時、時間が決定し、ガバナー事務所へ
皆さんが心から愛着を持てるクラブ、私が尾張旭ロ
申請する事で了承された。
－タリ－クラブと自信を持って語れるクラブをつ
くりたいと思っています。
２）2019 年 6 月度・2018-19 年度会計報告
そのためには、ロ－タリ－の原点である決議‘２
（松永 2018-19 年度会計委員長）
３－３４’を遵守し、皆さん共々自己研鑽に励んで
・承認された。
ゆきたいと考えています。
３）福祉マインドフェア協賛について
2019－20 年度のクラブ事業は、
（岡本社会奉仕委員長）
・東尾張分区 IM ホスト
・例年通り協賛することで了承された。
・50 周年記念事業の準備の年
・WFF 東尾張分区ブース担当
４）尾張旭市民祭広告協賛について
等、大きな事業が目白押しです。
（桜井公共イメージ向上委員長）
会員全員、一致団結して事業を達成してゆきたいと
・例年通り協賛にすることで了承された。 考えていますので、皆様のご協力をお願いして会長
就任の挨拶とさせていただきます
５）尾張旭市図書館雑誌ｽﾎﾟﾝｻｰ制度について

