2019-20 年度地区方針「グローバルに考え
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地域社会とつながり
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ロータリーを成長させよう」
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本日のプログラム Today's Program

国際ロータリー第2760地区 ガバナー公式訪問
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「君が代」・「奉仕の理想」 演

者： 伊藤 靖祐ガバナー
題： 「 ガバナー訪問に因んで 」
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国際ロータリー第 2760 地区

伊藤
前 回

第２３４５回

２０１９年９月６日（金）

「君が代」
〇斉 唱：
〇出席者：会員 24 名中 19 名出席 出席率 79.16％

会長あいさつ

加藤

靖祐ガバナー

清久

ここのところ、日本列島を
駆け巡っていますが、どこへ
行っても、つくずく日本は良
い国だと感心しています。
しかし、それが隣国との関
係になると若干の軋轢があ
るようで、ロ－タリ－精神に
則りお話しができればと心配しているところです。
さて、まとまって会長挨拶をと考えていますが、
なにせ、本日も宮本さんをお迎えしての新会員入会
式です。
入会式は真剣に執り行わなければならないので、
会長挨拶はつぎの機会にまわすとして、先週、今週

記

録

と多くの新会員をお迎えして、非常に名誉なことで
嬉しく思いますが、同時に責任の重さも自覚し、改
めて心を引き締め良いクラブにと建設に邁進しよ
うと考えています。
皆様のご協力をお願いし挨拶とさせて頂きます。

幹事報告
･8/24(土)尾張旭たのしい夏まつりセレモニー 於
尾張旭市城山野球場内やぐら 加藤会長
出席
･8/26(月)名古屋空港ＲＣ ガバナー補佐訪問
山田ガバナー補佐、仲澤分区幹事 出席
･8/30(金)春日井ＲＣ ガバナー補佐訪問 山田ガ
バナー補佐、森井分区幹事 出席
･9/2(月)クラブ公共イメージ向上委員長会議
於名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 桜井委員長 出席
本日の会合：第 6 回理事役員会 於尾張旭市商工
会館内 第 1 会議室 13:40～

基本的教育と識字率向上／OFDY
９月２０日（金）
例 卓話担当者：谷口 亜弥君
〃
会 卓 話 者：
演
題：「自己紹介」
予
定

９月２８日（土）
（27 日振替分）
月見例会

１０月４日（金）
卓話担当者：山田 直樹君
卓 話 者：
〃
演
題：「 未定 」

１０月１２日（土）
（11 日振替分）
苗木配布
ＷＦＦ例会
担当者：社会奉仕委員会
於：ｽｶｲﾜｰﾄﾞあさひ
ｲﾍﾞﾝﾄ広場南

次回の例会：9/11(水) ガバナー公式訪問 ※
9/13(金)振替分 於せとしんエンゼル
ホール 12：00 昼食 12：30 点鐘
次々回の会合：第 4 回ＩＭ実行委員会･第 3 回戦略
委員会 於尾張旭市商工会館内
第 1 会議室 13：40～

ニコボックス
〇宮本友未さんのご入会、おめでとうございます。
加藤 清久君、岡本 和士君、金森 俊輔君
菊田 利昭君、桜井 雅博君、中森 雅博君
西尾 輝久君、古橋エツ子君、古橋 裕志君
箕輪 良孝君、森
康美君、森井 晴生君
山田 直樹君
〇誕生日を祝っていただき。
加藤 清久君、宮本 友未君、箕輪 良孝君
〇妻の誕生日を祝っていただき。
古橋 裕志君
〇結婚記念日を祝っていただき。
金森 俊輔君、仲澤 昌容君、山田 直樹君
〇中森君の初めての卓話を楽しみにしています。頑
張って下さい。
山田 直樹君
〇3 分スピーチのあと、帰ります。 江尻
豪君
〇早退します。
菊田 利昭君

第3回クラブ協議会
日時：2019 年 8 月 23 日（金）13：40～
場所：尾張旭市商工会館内 第 1 会議室
《 各委員会報告とガバナー補佐への質問

》

副会長・戦略委員長
箕輪 良孝
・40 歳代の新会員を 4 名増員出来たことは、本当
によかったと思います。
・OFDY の運用見直しにより、利息収入の増加が見
込まれることなりました。
会計委員長・ロータリー財団委員長
西尾 輝久
・より分かりやすい会計報告を今後も目指すように
致します。
例会運営委員長
井田 武憲
・移動例会が 9 回あるので、通常例会をより充実し
たものにしていきたいです。
Ｑ．他のＲＣ例会との差異としては如何ですか？
Ａ．例会時のトラブル対応等で、各クラブの特徴的
な相違情況が良くわかります。
尾張旭ＲＣは非常に良い雰囲気だと思います。
職業分類・会員選考委員長
飯田 幸雄
Ｑ．会員増強活動を中心にして、職業分類をどう考
えたら良いか？
Ａ．職業奉仕の理念を重視し、未充填の職業分類を
強化していく。
クラブ奉仕委員長
森井 晴生
・例会の重要性の啓蒙と、会員各位から重要と思っ
て頂ける例会作り。自己研鑽とリーダーの育成が
出来る例会を目指します。
職業奉仕委員長
古橋 裕志
Ｑ．５大奉仕から、職業奉仕等が抜けた理由を知り
たい。
Ａ．私も分かりません。しかし、日本のＲＣだけが
職業奉仕に拘っているようです。
Ｑ．今後は、青少年奉仕等も抜けていき、内と外の
二大奉仕に収斂してくるのではないか？
Ａ．どう変わっていくかという方向性は、まだ出て
おりません。日本の職業奉仕の理念と、世界の
理念とは異なっており、元々なのか世界が変わ
ってきたのかは分かりませんが、多様性と柔軟

性を持って、取り組んでいく事が、矢張り重要
なことだと思います。
国際奉仕委員長
古橋エツ子
・市内に在住している外国人や留学生から「体験談」
を聞く場を設けたい。
森井さんに協力いただいて進めていく予定。
Ａ．これだけグローバルなつながりが広がっていく
と、もっともっと地域に入って対象者を増やすよ
うな事を考えていって欲しいです。地区は公共イ
メージ向上の事業枠だが、国際奉仕とも密に関係
していると思う。
青少年奉仕委員長・親睦委員
菊田 利昭
・青少年、親睦ともに、例年と同様な事業を予定し
ています。
・旭野高校へのツーロック贈呈は、交通安全課とも
相談して、
「交通安全教育」面を重視した活動を進
めていく事を検討。
公共イメージ向上委員長・社会奉仕副委員長
桜井 雅博
・広報、社会奉仕ともに、例年と同様な事業を予定
しています。
・健康フエスティバルも昨年同様に実施する予定。
・尾張旭市健康都市推進室と密に連携して、奉仕活
動を推進したいと予定してます。
・セミナー例会開催を契機に、新会員の協力も得て、
ＳＮＳの有効活用を図っていきたい。
「ロータリーの友」への積極的な投稿も心掛けて
Ａ．
ほしい。

新会員入会式
会員名：宮本

友未君
（右）
職業分類：医療－介護

第6回理事役員会
日時：2019 年 9 月 6 日（金）13:40～
場所：尾張旭市商工会館内 第 1 会議室
議題：１）8 月度会計報告（西尾会計委員長）
・承認された。
２）9 月 28 日（土）月見例会について
（金森親睦活動委員長）
・了承された。
３）あさひ健康マイスタースポンサー募集に
ついて（岡本社会奉仕委員長）
・承認された。
４）10 月 18 日（金）セミナー例会について
（岡本プログラム委員）
・承認された。
５）東北訪問支援事業について
（桜井社会奉仕副委員長）
・原案通り承認された。
６）地区 10 年史購入について
（桜井公共イメージ向上委員長）
・10 冊購入で承認された。
７）優良従業員表彰式記念写真協力について
（古橋裕志職業奉仕委員長）
・例年通り協賛することで承認された。
※9 月 6 日（金）卓話は次週掲載致します。

