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2022-23 年度
ＲＩテーマ イマジンロータリー
地区方針
未来を描こう、笑顔でつなごう
～一人一人のチャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目指して～

本日の例会プログラム
点鐘
斉唱
３分スピーチ

前回の例会記録
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我等の生業
森井 晴生君
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会員増強委員会・公共イメージ
向上委員会・ロータリー基金委員会
各委員長
「 各委員長事業説明 」

２０２２年７月１日（第２４２９回）

〇来訪者：瀬戸ロータリークラブ
会長 牧 オサム君
幹事 加藤 克己君
瀬戸北ロータリークラブ
会長 奥田
桂君
幹事 髙阪 和広君
愛知長久手ロータリークラブ
会長 神谷 恵理さん 幹事 青山 和成君
〇ゲスト：2022 年度米山記念奨学生
ダバーサンバ・ゾルサルさん
〇出席者：会員 19 名中 18 名出席
出席率 94.73 ％

す。また、ソラさんは、先日の夜間例会に参加して、
初めて日本酒を飲むなど、日本の文化に興味を持っ
てくれています。これからもロータリーを通じて日
本文化に親しんでもらえたらいいと思います。
さて、今日の例会は盛りだくさんですし、後ほど
所信表明もありますので、会長あいさつは短めにし
ます。私もロータリアンになって 10 年目を迎えま
した。この節目に会長をさせてもらえるのは大変光
栄です。最近、何度か会長あいさつをしている夢を
見ました。夢を見ることはそんなに無いのですが、
会長挨拶
菊田 利昭
やはり会長になることにプレッシャーを感じてい
2022-23 年度の会長を務め
るのかもしれません。新型コロナも下火になってき
させていただく菊田です。本
ましたので、本年度は、以前のように奉仕活動を行
年度 1 年間皆様のご指導ご鞭
ったり、親睦を図ったりすることができるようにな
撻をよろしくお願い致します。 ると思います。皆様と一緒に奉仕活動や親睦活動を
本日のゲストを紹介致しま
できるのは、私にとっても大きな喜びです。熊澤幹
す。瀬戸ロータリークラブ会
事とともに、楽しい活動を積極的に行っていきたい
長の牧オサム君、同幹事の加
と思います。
藤克己君、瀬戸北ロータリークラブ会長の奥田桂君、
話は変わりますが、以前、誰だったか忘れてしま
同幹事の高阪和広君、愛知長久手ロータリークラブ
ったのですが、たしかそのときのガバナーから、会
会長の神谷恵理さん、同幹事の青山和成君、それか
長の一番大切な仕事は命をかけて会長あいさつを
ら、2022 年度米山記念奨学生のダバーサンバ・ゾル
することだと聞いたことがあり、それがとても印象
サルさん（ソラさん）です。４ＲＣの会長幹事さん
に残っています。命をかけた会長あいさつ、そこま
にご出席いただいて例会ができるのは大変光栄で
ですごいものは出来ないとは思いますが、プレッシ
す。大変暑い中をお越しいただきありがとうござい
ャーに負けず、なるべく皆様のお役に立つあいさつ
ます。新型コロナが下火になってきたので、今後は
が出来るよう努めてまいります。この 1 年間、よろ
より交流ができるようになるとよいと考えていま
しくお願いします。

７月１５日（金）
７月２２日（金）
卓話担当者：各委員会
休会
会 卓話者：各委員長
演題：
「委員長事業説明」 定款による休会
予
例

定

７月３０日（土）
８月５日（金）
夜間例会
卓話担当者：森 友子さん
（２９日振替分）
卓話者：
〃
於：ラ・グランターブル 演題：「相続準備における
ドゥ キタムラ
注意点」
点鐘：18：00

表敬訪問

瀬戸ロータリークラブ
会長 牧 オサム君
幹事 加藤 克己君

瀬戸北ロータリークラブ
会長 奥田
桂君
幹事 髙阪 和広君

愛知長久手ロータリークラブ
会長 神谷 恵理さん
幹事 青山 和成君

新旧会長幹事バッジ交換

〇会長エレクトをお引き受けして。一年頑張ります
のでよろしくお願いします。
加藤 清久君
〇職業奉仕委員長を務めます。よろしくお願い致し
ます。
金森 俊輔君
〇今年度副幹事・プログラム委員長・青少年奉仕副
委員長を仰せつかりました。誠心誠意努めます。
どうぞこの一年もよろしくお願いします。
谷口 亜弥さん
〇ロータリー財団委員長頑張ります。西尾 輝久君
〇会計委員長・米山記念奨学委員長・を務めます。
よろしくお願い致します。
森 友子さん
〇今年度も戦略委員長です。戦略が上手くいきませ
ん。皆様のお知恵をお借し下さい。
箕輪 良孝君
〇今年度、副会長・SDGs 委員長を務めさせて頂きま
す。よろしくお願い致します。
森井 晴生君
〇本年度の成功を祈ります。奉仕プロジェクト委員
長及び社会奉仕委員長を務めます。宜しくお願い
致します。
山田 直樹君

米山記念奨学生奨学金授与
2022 年度米山記念奨学生
ダバーサンバ・ゾルサルさん
桜井 雅博直前会長
菊田 利昭会長

菊田 利昭前幹事
熊澤 功幹事

ニコボックス
〇本日は菊田会長・熊澤幹事の初例会にお邪魔させ
て頂きました。4RC 力を合わせ一年間楽しくよろ
しくお願い致します。
瀬戸ロータリークラブ
会長 牧 オサム君、幹事 加藤 克己君
〇尾張旭 RC の皆様方、本日菊田会長年度の初例会
にお伺いさせて頂きました。一年間よろしくお願
い致します。
瀬戸北ロータリークラブ
会長 奥田
桂君
幹事 髙阪 和広君
〇本日は表敬訪問でお伺いさせて頂きました。今年
度も大変お世話になりますが、宜しくお願い申し
上げます。
愛知長久手ロータリークラブ
会長 神谷 恵理さん 幹事 青山 和成君
〇初例会を祝って。
出席者全員
〇本年度の会長を務めさせて頂きます。緊張してい
ます。この 1 年間よろしくお願い致します。
菊田 利昭君
〇米山記念奨学生のソラさん、ようこそ。歓迎しま
す。日本酒の味はどうでしたか？ 菊田 利昭君
〇瀬戸 RC 会長牧オサム様幹事加藤克己様、瀬戸北
RC 会長奥田桂様幹事髙阪和広様、愛知長久手 RC
会長神谷恵理様幹事青山和成様、歓迎致します。
菊田 利昭君、熊澤
功君、加藤 清久君
金森 俊輔君、箕輪 良孝君、森井 晴生君
〇本年度、幹事を務めさせて頂きます。1 年間よろ
しくお願い致します。
熊澤
功君
〇本日の初例会、菊田年度の始まりを祝して。菊田
会長、思う存分実力を発揮して下さい。
飯田 幸雄君、西尾 輝久君、箕輪 良孝君
〇5 月に家内の誕生日を祝って頂き。飯田 幸雄君
〇妻の誕生日を祝って頂き。
谷口 伸夫君
〇誕生日を祝って頂き。
田中 祐子さん、仲澤 昌容君、山田 直樹君
〇結婚記念日を祝って頂き。
江尻
豪君
〇新ＳＡＡよろしくお願いします。 井田 武憲君
〇前期会長・幹事や皆さん、一年ありがとうござい
ました。
加藤 清久君

第5回理事役員会
日
時： 2022 年 7 月 1 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（菊田会長）
・青少年交換プログラム応募の方の面接を会長・
幹事が実施。好感の持てる方で応援していく。
２）2022 年 6 月度･2021-22 年度会計報告
（金森 2021-22 年度会計委員長）
・承認された。
３）2021-22 年度最終夜間例会収支報告
（江尻 2021-22 年度親睦活動委員長）
・承認された。
４）尾張旭市民祭広告協賛について
（仲澤公共イメージ向上委員長）
・例年通り協賛する事で了承された。
５）紅茶フェスティバル尾張旭広告協賛について
（仲澤公共イメージ向上委員長）
・例年通り協賛する事で了承された。
６）尾張旭図書館雑誌スポンサー制度について
（田中青少年奉仕委員長）
・補助金事業の一環として事業なので、運営の基
本ルールに則り、再度協議する。
７）創立 50 周年記念事業決算報告
（箕輪実行委員長）
・記念誌作成後に再度報告する。
審議事項：
１）ラインの取り扱いについて
（仲澤公共イメージ向上委員長）
・ラインの取り扱いについて討議した結果、ロータ
リーの行事案内等は出欠の返信を必要とするた
め FAX 及びメールにて 事務局から送信、ライン
は使用しないことに決定。尚、現在使用している
グループラインは退会された人も残っているが、
廃止せずコミュニケーションツールとして存続、
但し、使用に関してはお互いを思いやり大人とし
ての節度ある使用を心がける、またグループライ
ンからの脱退は自由とする。という結論に至った。
※紙面の都合により、卓話は次週掲載致します。

