2019-20 年度地区方針「グローバルに考え

本 日

第２３６４回

地域社会とつながり

２０２０年２月１４日（金）

ロータリーを成長させよう」

No.２２４６

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：IM実行委員会

点

鐘

卓

斉

唱

前 回

１２：３０

「それでこそロータリー」 」 演

第２３６３回

加藤

者：箕輪 良孝IM実行委員長
題： 「クラブフォーラム」

２０２０年２月７日（金）

〇出席者：会員 24 名中 1 名出席 出席率 75.00％
〇ゲスト：尾張旭市地域活動連絡協議会
会長 谷山 れい子様
書記 梶川 喜和子様
一般社団法人尾張旭青年会議所
2020 年度 理事長
秋田 一誠様
専務理事
住田 和優様
2019 年度米山記念奨学生
オトゴンバートル・ドルジンスレンさん

会長あいさつ

話

清久

本日は、我国が開発中
のスペ－スジェットの
話をしようと原稿を用
意しましたが、緊急の
「コロナウイルス」の件
につき、専門家の飯田先
生にお願いしお話して
いただくことに致しました。本件は、大変重要なこ
とで、対岸の火事と思わず、先生の話を聞いて冷静
に対処したいと考えていますので、ご静聴方お願い
致します。
「まだ治療方法が確定していないので、まずは、よ

記

録

く栄養休養を取って免疫力を下げないとうに」
、昔、
「結核もそうであったが、現在は良い治療薬が見つ
かり治療ができているので」
、やがて、本件もそうな
ると思うので、それまでは上記の注意を良く守るよ
うにとのこと。皆さん、よろしくお願いします、
「ロ
－タリ－のメンバ－、一人一人大切な方々ばかりで
すので」
。

幹事報告
･1/26(日)第 9 期 2760 地区 RLI 会長エレクト研修
パートⅢ 於名鉄グランドホテル
舟橋会長エレクト 出席
･1/29(水)2020-21 年度地区研修・協議会打合せ会
於ガバナー事務所会議室 山田地区米山
記念奨学委員長 出席
･1/31(金)地区会員増強委員会(新旧・19-20 第 6 回)
於ガバナー事務所会議室 古橋エツ子地区
会員増強委員 出席
･2/3(月)現・次年度地区委員長合同 DCS 説明会
於ガバナー事務所会議室 山田地区米山記
念奨学委員長 出席
本日の会合：第 11 回理事役員会 於尾張旭市商工
会館内 第 1 会議室 13：40～

平和と紛争予防／紛争解決月間
２月２２日（土）
２月２８日（金）
３月６日（金）
３月１３日（金）
（21 日振替）
セミナー例会
移動例会
第 2760 地区 2019-20 年度
休会
小規模保育園備品贈呈式
会 ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（IM）
担当者:プログラム委員会
於：Memory tree
テーマ：｢子育てママを明る
於:キャッスルプラザ
旭保育園
予 ホスト:尾張旭 RC
く、元気にするた
担当者：青少年奉仕
めに｣
受付:12:00
委員会
定
開始:12:30
例

おめでとう

2019年度米山記念奨学生奨学金授与
2019 年度米山記念奨学生
オトゴンバートル・ドルジ
ンスレンさん（右）

〇誕生日祝福
2 月 1 日 松永 洋子さん 2 月 4 日 岡本 和士さん
2 月 17 日西尾 輝久さん 2 月 24 日田中 祐子さん
夫 達彦様

ニコボックス
〇一般社団法人尾張旭市青年会議所 理事長 秋田
一誠様、専務理事 住田和優様、よこうそおいで
いただきました。
加藤 清久さん、舟橋 龍秀さん、飯田 幸雄さん
金森 俊輔さん、古橋 裕志さん、古橋エツ子さん
〇尾張旭市地域活動連絡協議会 会長 谷川れい
子様、書記 梶川喜和子様、ようこそおいでいた
だきました。 加藤 清久さん、金森 俊輔さん
〇誕生日を祝っていただき。
岡本 和士さん、西尾 輝久さん、松永 洋子さん
〇夫の誕生日を祝っていただき。 田中 祐子さん
〇新型コロナウイルス、日本ですでに伝染中。皆さ
ん気を付けましょう。
加藤 清久さん
〇本日、卓話をさせて頂きます。よろしくお願いい
たします。
仲澤 昌容さん
〇仲澤さんの卓話を楽しみにしています。
舟橋 龍秀さん、飯田 幸雄さん、金森 俊輔さん
菊田 利昭さん、熊澤
功さん、桜井 雅博さん
中森 正裕さん、西尾 輝久さん
〇IM 準備お手伝いありがとうございました。本番
まではワンチームでよろしく。 箕輪 良孝さん
〇本日、ドーギーさんをお迎えして。歓迎いたしま
す。
山田 直樹さん

表敬訪問
一般社団法人
尾張旭青年会議所
2020 年度 理事長
秋田 一誠様（左）
専務理事
住田 和優様（右）

なわとび大会メダル贈呈
尾張旭市地域活動連絡協議
会主催
第 43 回なわとび大会に協
賛し、メダルを贈呈致しま
した。
尾張旭市地域活動連絡協議会
会長 谷山 れい子様（中央）書記 梶川 喜和子様（右）

第11回理事役員会
日時：2020 年 2 月 7 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(加藤会長)
２）1 月度会計報告（西尾会計委員長）
・承認された。
３）各種協賛・補助金事業について
（菊田青少年奉仕委員長）
・尾張旭児童合唱団へは例年通り協賛する
事で了承された。
尾張旭市立西中学校吹奏楽部への協賛は
検討する。
・小規模保育園備品贈呈式（3 月 6 日）
例会後移動し、備品贈呈式を行うことで
了承された。
４）交通教育 NPO OSCN じてんしゃスクー
ル事業協賛について
（菊田青少年奉仕委員長）
・原案通り協賛することで了承された。
５）3 月 28 日（土）伊那 RC・尾張旭 RC
合同例会について（金森親睦活動委員長）
・原案通りで了承された。
６）4 月 29 日（水）第 32 回尾張旭市健康
まつり協賛について
（桜井公共イメージ向上委員会）
・例年通り協賛することで了承された。
７）5 月 17 日（日）春の家族会について
（金森親睦活動委員長）
・大筋の計画を説明。引き続き検討する。
８）2020-21 年度 委員会構成について
（舟橋会長エレクト）
・2020-21 年度委員会メンバーを説明した。
９）IM について（箕輪 IM 実行委員長）
・IM についての報告と説明をした。

ビエンチャンロータリークラブ訪問
森井 晴生さん（中央）
ビ エン チャン ロー タリ
ークラブ（ラオス）を訪
問されました。
※紙面の都合上、卓話は次週掲載させて頂きます。

