尾張旭ロータリークラブ
・会長 桜井 雅博・幹事 菊田 利昭・公共イメージ向上委員長 谷口 亜弥
・例会日 毎週金曜日 12：30
・例会場 〒488‐0801 尾張旭市東大道町原田 2570‐3 尾張旭市商工会館内
・事務局 尾張旭市商工会館 TEL 0561‐54‐1263 FAX 0561‐54‐8945
・E‐mail：jimu@owariasahi-rc.org
URL：http://www.owariasahi-rc.org

2021-22 年度地区方針
「チェンジロータリー

本 日

第２４１３回

新時代への成長に！」～コロナゼロ・カーボンゼロ支援～

２０２１年１２月１０日（金）

No.２２９４

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：創立50周年記念事業記念誌部会

点

鐘

卓

唱

和

前 回

１２：３０
「 四つのテスト 」

第２４１２回

演

話

者：桜井 雅博記念誌部会長
題：

「 クラブフォーラム 」

２０２１年１２月３日（金）

記

録

「君が代」
・「奉仕の理想」
〇斉 唱：
出席率 78.26％
〇出席者：会員 23 名中 18 名出席

当日は、年間活動予定表に記述しております 50
周年記念誌の内容構成や、記事の作成担当や、SDGs
のテーマについて、話し合いたいと思います。
会長挨拶
桜井 雅博
また、WFF カーボンゼロの植樹事業や、IM の発
こんにちは。本日は谷口亜
表テーマである、各クラブごとのカーボンゼロへの
弥さんの卓話ですが、
取組についても、話し合っていきたいと思います。
12 月 1 日に待ちに待った児
更に、5 月 29 日（日）開催予定の北康利氏の講演会
童発達支援専門教室フロコリ
については、ロータリー奉仕ディの事業と位置付け
ールフィットが、 開所され
ておりしており、愛知長久手ロータリと尾張旭青年
たそうです。そこで、谷口さん
会議所メンバーと連携して進めていきたいと考え
の卓話を楽しみにしております。
ておりますので、具体的な活動内容についても話し
さて、お手元に配布した資料は、今年度の年間活
合いたいと思っております。
動計画表と、地区ガバナー月信に掲載された「クラ
10 月から緊急事態宣言が解除され、11 月に入い
ブのあゆみ」と、5 月 29 日（日曜日）開催予定の北
って、地区のロータリー事業が目白押しです。消化
康利氏の講演会チラシです。
不良を起こさないように、しっかりと噛みしめて奉
12 月 5 日日曜日の 14 時から 20 時頃まで、旭台
の談談亭で、ワイワイガヤガヤの談話会を開催して、 仕事業に取り組みたいと思います。今後とも宜しく
ご協力の程お願い致します。
皆さんの忌憚の無い意見などの交換を行いたいと
思います。17 時頃に夕食を用意したいと思います
幹事報告
ので、必要な方は桜井又は松永さんまで連絡をお願
･12/2(木)2022 学年度米山奨学生第 1 次選考会
い致します。ご都合の付けられる範囲で、是非ご参
於ガバナー事務所 山田 直樹米山奨学生
加の程お願い致します。
選考面接官 出席

１２月１８日（土）
例
会

年忘れ家族会
（12/17 振替）

予 会場：東京第一ホテル錦
受付：17:30
定 点鐘：18:00

１２月２４日（金）

１２月３１日（金）

休会

休会

定款による休会

定款による休会

２０２２年１月７日（金）
卓話担当者:例会運営委員会
卓話者：古橋 裕志例会運営
委員長
演題:「 新年例会 」

・財団・米山 優秀クラブ上位 5 クラブへの表彰状
贈呈されました。
本日の会合：第 10 回理事役員会 於第 1 会議室
13：40～

おめでとう
〇誕生日祝福
12 月 10 日 山田 直樹君
妻 昌子様
12 月 25 日 桜井 雅博君
妻 郁子様
12 月 26 日 谷口 亜弥さん
夫 央様

ニコボックス

第10回理事役員会
日
時： 2021 年 12 月 3 日 (金)13:40~
場
所： 尾張旭市商工会館内 第 1 会議室
報告事項：１）会長からの報告（桜井会長）
・中部経済新聞社広告協賛は見送る事
となった。
・休会・退会について承認された。
２）11 月度会計報告（金森会計委員長）
・承認された。
３）東北支援事業支出報告
（山田社会奉仕委員長）
・承認された。

〇谷口亜弥さんの卓話を楽しみにしております。
４）尾張旭市商工会優良従業員表彰支出
桜井 雅博君、飯田 幸雄君、江尻
豪君
報告（西尾職業奉仕委員長）
加藤 清久君、金森 俊輔君、森 友子さん
・承認された。
〇本日年次総会を開催します。よろしくお願い致し
協議事項 １）2022-23 年度地区委員会への出向に
ます。
菊田 利昭君
ついて
〇妻の誕生日を祝っていただき。
・森井
晴生君の地区国際奉仕委員会・
桜井 雅博君、山田 直樹君
研修実行委員会出向が承認された。
〇夫の誕生日を祝っていただき。 谷口 亜弥さん
〇京都プラン、ありがとうございました。楽しんで
２）WFF カーボンゼロ植樹について
参りました。
加藤 清久君
（菊田幹事）
〇京都旅ありがとうございました。田中 祐子さん
・詳細を検討していく。
〇先日のロータリーロマン楽しかったです。皆さん、
又行きましょう。
西尾 輝久君
３）その他の件
〇京の夜 1 次 2 次 を充分に楽しみさせていた
・事務局年末年始休暇は、12/28(火)～
だきましたどすえ。
古橋 裕志君
1/3(月)で承認された。
〇早退致します。
飯田 幸雄君、森
康美君
・50 周年記念式典の写真アルバムの
制作をする。
年次総会
・来年 1 月第 1 例会に尾張漫才を呼ぶ
日時：2021 年 12 月 3 日（金）
事となった。
議題：2022-23 年度理事役員指名
ロータリーロマンにふれあう会
・満場一致で承認された。
日 時：11 月 27 日(土) 午後 6 時 ～28 日(日)
場
所：京都市中京区木屋町下る 京料理「さつき」
【2022-23 年度理事役員名簿】
築 150 年ほど経った幕末の旅館が料亭にな
会長（役員・理事）
菊田 利昭
っています｡この界隈で幕末 10 傑と言われ
会長エレクト（役員・理事）
加藤 清久
た､大村益次郎が襲われた物騒ところです
副会長（役員・理事）
森井 晴生
が､今は大丈夫です｡高瀬川と鴨川に挟まれ
幹事（役員）
熊澤
功
た質素な料亭。
会計委員長（役員）
森
友子
例会運営委員長（役員）
井田 武憲
直前会長（役員）
桜井 雅博
副幹事（理事）
谷口 亜弥
親睦活動委員長（理事）
古橋 裕志
会員組織・会員増強委員会（理事） 桜井 雅博
社会奉仕委員長（理事）
山田 直樹
職業奉仕委員長（理事）
金森 俊輔
国際奉仕委員長（理事）
江尻
豪
青少年奉仕委員長（理事）
田中 祐子
公共イメージ向上委員会（理事）
仲澤 昌容
クラブ戦略委員会（理事）
箕輪 良孝
ロータリー財団委員長（理事）
西尾 輝久
ＳＤＧｓ担当（理事）
森井 晴生
※卓話は、紙面の都合上次週掲載いたします。

