2019-20 年度地区方針「グローバルに考え

本 日

第２３４３回

地域社会とつながり

ロータリーを成長させよう」

２０１９年８月９日（金）

No.２２２６

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：山田 直樹君

点

鐘

卓

斉

唱

前 回

１２：３０
「 日も風も星も 」

第２３４２回

加藤

演

者： NPO法人 やきもの文化･瀬戸洞町
理事長 細井 透様
題： 「 各委員会事業説明 」

２０１９年８月２日（金）

「君が代」
〇斉 唱：
〇出席者：会員 21 名中 17 名出席 出席率 80.95％

会長あいさつ

話

おめでとう

本日は、田中裕子君、中
森正裕君のお二人が入会
されます。
我クラブにとって歴史
に残る例会で、同時に、ご
両人にとっても思い出に
残る入会式にしたいと考
えています。将来、お二人はクラブを背負ってたつ
人材です。
どうぞ、暖かく見守っていただきますよう、また、
これから入会される皆さんは、若い人が中心になり
考え方も相当に隔たりが生じると思いますので、
我々も融和に努力し、良いクラブを創ってゆきたい
と考えていますので、どうぞ、よろしくお願い申し
上げます。
･7/30(火)瀬戸北 RC 表敬訪問 於瀬戸商工会議所
加藤会長・舟橋幹事 出席
･7/31(水)危機管理セミナー 於 JR ゲートタワー
加藤会長・山田ガバナー補佐 出席
本日の会合：第 5 回理事役員会 於尾張旭市商工会
館内 第 1 会議室 13:40～

録

次回の会合：8/9(金)第 3 回クラブ協議会→8/23(金)
ガバナー補佐訪問日に変更

清久

幹事報告

記

〇結婚記念日祝福
８月３日 谷口

亜弥君

〇誕生日祝福
８月１１日 森井 晴生君
妻 葉子様
８月１４日 箕輪 良孝君
妻 淳子様
８月１６日 江尻 豪君
妻 敏子様

ニコボックス
〇田中祐子君、中森正裕君の入会を祝して。今後と
もよろしくお願いします。
加藤 清久君、舟橋 龍秀君、飯田 幸雄君
井田 武憲君、岡本 和士君、桜井 雅博君
金森 俊輔君、古橋エツ子君、箕輪 良孝君
森井 晴生君、山田 直樹君

会員増強／新クラブ結成促進月間
８月１６日（金）
例
会
予
定

休会
（定款による）

８月２３日（金）
ガバナー補佐訪問
卓話担当者：山田 直樹
ガバナー補佐
卓 話 者：
〃
演
題：「ガバナー補佐
訪問に因んで」

８月３０日（金）
休会
（定款による）

９月６日（金）
卓話担当者：中森 正裕君
卓 話 者：
〃
演
題：「 自己紹介 」

〇結婚記念日を祝っていただき。
谷口 亜弥君
〇妻の誕生日を祝っていただき。
江尻
豪君、箕輪 良孝君、森井 晴生君
〇梅雨が明けたら、熱中症の季節です。皆さん、気
を付けましょう。
加藤 清久君
〇新入会員の入会予定です。
岡本 和士君
〇中森さん、待っていました。今後ともロータリー
をよろしくお願い致します。もちろん田中さんも
尾張旭ロータリークラブに新しい風を入れて下
さい。
西尾 輝久君
〇新会員、田中祐子君、中森正裕君、入会おめでと
うございます。これからの活躍を期待しています。
古橋 裕志君
〇野田蒼葉さん、全日本ジュニア体操競技選手権大
会出場おめでとう。
山田 直樹君

第５回理事役員会
日時：2019 年 8 月 2 日（金）13：40～
場所：尾張旭市商工会館内 第 1 会議室
議題：１）会長からの報告
・講演依頼については見合わせる。
・古田嘉且地区研修委員会副委員長への
卓話依頼について日にちが決定。
・コピー機リース検討については保留。
２）7 月度会計報告（西尾会計委員長）
・承認された。
３）夜間例会収支報告（金森親睦活動委員長）
・承認された。
４）第 8 回紅茶フェスティバル協賛について
（桜井公共イメージ向上委員会）
・例年通り協賛で了承された。
５）メークアップについて（舟橋幹事）
・RI 方針に従うことで了承された。
６）新会員について（森井直前会長）
・今後も会員増強に力を入れていく。
７）WFF スタッフ参加について
（山田ガバナー補佐）
・当番表の作成をする。

新会員入会式
会員名：田中 祐子君
（中央）
職業分類：スポーツ・
フィトネス
会員名：中森 正裕君
（右）
職業分類：電気及び
電子工業

卓話
職業奉仕委員長
古橋 裕志
本年度の活動は、優良
従業員表彰と、職場例会
を予定しております、こ
れらの活動は、長年当ク
ラブの地域社会とのつ
ながりを密接に関与し
てきました継続事業ですが、次年度よりこの職業奉
仕委員会も、社会奉仕委員会に組み入れられ、一抹
の寂しさを感じますが、事業としてこれからも活動
して参ります。

社会奉仕委員長
岡本

和士

2019-20 年度 方針
地域社会に根ざした奉
仕活動
2019-20 年度 事業計画
・市民祭においての苗木配布
・東日本被災地の幼稚園、小中学校への支援事業
（２泊３日） 訪問地未定（検討中）
・各種団体協賛 福祉マインドフェアー・手をつな
ぐ親の会

８）IM チラシについて（桜井 IM 実行委員）
・引き続き検討。
９）その他の件
・事務局員夏期休暇について
8/10(土)～8/15(木) ※8/16(金)出勤

福祉マインドフェア2019尾張旭
日
場

時：2019 年 8 月 3 日
所：尾張旭市渋川福祉
センター
出席者：加藤 清久会長
桜井 雅博社会
奉仕副委員長
加藤会長より、協賛金を贈呈いたしました。

国際奉仕委員長
古橋 エツ子
2019-20 年度 方針
尾 張 旭 市内に 在 住の
外 国 人 および 留 学生
に よ る 卓話や 懇 談か
ら、暮らしの中で体験した印象や様々な体験談を聞
く機会を持ちたい。
2019-20 年度 事業計画
尾張旭市内に在住の外国人、留学生による卓話およ
び懇談。

