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ロータリーは世界をつなぐ

30 周年に向けてチャレンジ！！

必達！！第１例会出席率 100％
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必達！！年間例会出席率 90％

拶

会長

そして、確実に増員を図るため早期に ブとの交流も図り、国際的な組織であ
大橋哲也 推薦者を募るとともに、退会防止のた るロータリアンであることも再認識
めの制度について検討してまいりま してもらいたいと考えます。
す。

最後になりましたが、ロータリーの
また、当ロータリーの良いところは 好意と友情に基づき、会員全員で手を
さらに伸ばし、身の丈に合わない事業 取り合って行動し、素晴らしい 30 周
の見直しや、定例化している事業を周 年を迎えたいと思います。
年事業に切り替えるなど、事業の見直
しを将来に向けて次の一歩を確実に

新入会員入会式

踏み出せる［良い変化］の今年度にし
ていきたいと考えます。
＜30 周年に向けてチャレンジ＞
本年度、第 30 期岐阜中ロータリー

●例会について
例会の回数は若干減らしますが、国

クラブ会長就任にあたり、ご挨拶申し 内外のクラブとの交流や、多彩な卓話
上げます。当ロータリークラブは 30 者を招き、魅力ある例会作りに取り組
期を迎え、次年度には 30 周年イベン みます。ここ数年、当クラブの目標と
トを控える運びとなっております。こ なっている「100％出席例会」も達成
れも諸先輩ロータリアンの努力の賜 したいと思います。
物であり、この会長職の重責をひしひ ●国際奉仕活動について

建部英春会員、松井順五会員、
大橋哲也会長

創立 25 周年記念事業に向けて始ま

しと感じております。

30 周年に向けて、今年度のガバナー ったフィリピンにおける国際奉仕活 建部英春会員
の戦略計画にありますように、クラブ 動は、これまで担当委員会を中心とし
新入会させていただきました「たて
た一部の会員の参加でした。しかし今
に［良い変化］を生むためにチャレン
べファミリークリニック」建部英春で
期は、できるだけ多くの会員に参加を す。大橋会長の推薦を経まして岐阜中
会員減少によりここ数年、財務状況 募り現地を訪問し、当クラブが取り組 ロータリークラブに入会させていた
の悪化が続いています。その打開策と んでいる奉仕活動の現状を再認識し だきました次第です。何分、若輩者で
ジしたいと思います。

して、まずは、会員各位に会員増強の てもらいます。また、せっかくのこの すので皆さま方には何卒ご指導の程
機会を利用し、現地のロータリークラ よろしくお願いいたします。
必要性を自覚していただきます。

前 例 会 の 記 録
第１３２６回
令和元年７月２日(火)
[点鐘] １２時３０分
[ソング] 君が代・奉仕の理想
[ゲスト]
[ビジター]

次

[出席] 会員総数30名（出席免除3名）
本日出席25名 92.60％

予

定

第１３２８回
令和元年７月２０日(土)
[点鐘] １０時３０分～

[行事] 新理事役員挨拶
担当

回

会長・幹事

[行事] ＩＭ・ガバナー公式訪問
担当 会長

かり支えていきたいと思います。
松井順五会員
長らく休ませていただきました。健
康も回復し、今年からもう一度がんば 幹事 安澤嘉崇
りますので、よろしくお願いいたしま
す。

直前会長

長井義夫

30 周年に向けて、サポートさせてい
ただきたいと思います。今年一年よろ
一年間よろしくお願いします。ダバ しくお願いいたします。
オ訪問やポリオチャリティサッカー

市橋英二
員で協力して取り組めるようしっか
まずは一年間ありがとうございま
市橋幹事へ記念品贈呈
り準備していきたいと思います。
した。すっかり肩の荷が下りたつもり
で、のびのびしておりました。ご迷惑
にならないよう努力いたします。
会長エレクト 三宅裕樹

前年度長井会長と

大会など、岐阜中ＲＣらしい活動に全 直前幹事

職業奉仕委員長

森

益男

新理事役員挨拶
会長 大橋哲也
大橋新会長の素晴らしい流れを止
会長としての重責を感じておりま
す。クラブに「良い変化」を生むため めないように、次年度に向けて準備に
にチャレンジしていきます。また、ロ 入ります。よろしくお願いいたします。 本年度は今年9月と来年5月の2回、
職場例会を考えております。できるだ
ータリー会長特別賞の獲得を目指し
け魅力ある企業を選択することで、多
て 30 周年の弾みをつけていきたいと 会場監督 森井脩次
くの会員の皆さんに参加を頂けるよ
思います。また、ダバオ例会を少しで
う努力したいと思いまず。1 年間よろ
も多くの会員に参加していただきた
しくお願いします。
いと思っております。
副会長

秋保賢一

社会奉仕委員長

大島康之

今年度、ＳＡＡを担当させていただ
きます。また、今年度の第一例会には、
50 歳以下、60 歳代、70 歳代の 3 テー
ブルを設置して、年代別にて各テーブ
ルでコミュニケーションを取ってい
副会長を仰せつかりました。クラブ ただき、楽しい例会にしたいと思って

橿森公園の清掃 1 本に絞って行いま

奉仕委員会長として、各クラブ奉仕委 いますので、一年間よろしくお願いし す。よろしくお願いします。
員会間の調整役も務めることになっ ます。
ています。1 年間、会長・幹事をしっ
2

国際奉仕委員長 渡辺成洋

副ＳＡＡ・会計監査

田辺雅範

からぼちぼちよろしくお願いいたし
ます。

森井会長時代に始まった、
“世界でい
いことをしよう”の標語で計画された
岐阜中ＲＣの国際奉仕も、7 年目を迎
えました。本年度は、例会の位置づけ
を頂いております。しっかりした事業
計画のもと、実施していきます。よろ
しくお願いいたします。

30 周年記念事業準備特別委員会
委員長 故金正司

1.30 年の歴史を再確認し活動報告を
まとめます。
2.三宅会長エレクトを中心に全員参加
を目標に計画いたします。
3.功績のあった会員表彰を計画いたし
ます。
副幹事 篠田たつゑ
皆様に教えていただき一年頑張り
ます。よろしくお願いします。
副会計

加納永一朗君
今期からまたよろしくお願いしま
す。
三宅裕樹君
よろしくお願いします。来年に備え
て勉強いたします。
森井脩次君
ＳＡＡの森井さんの手助けができ
本年度、ＳＡＡの担当をさせていた
ればいいのかな、と思っています。
だきますので、1 年間よろしくお願い
会計監査は一年間終了後の仕事です。 します、
中山 章君
親睦委員長になりましたが、仕事の
副ＳＡＡ 中山 章
都合で火曜日が忙しくなりそうです。
委員の皆様よろしくご協力お願いい
たします。
大橋哲也君
今年度会長の大橋です。よろしくお
願いいたします。今年度はロータリー
賞、会長特別賞を獲得し、30 周年に弾
ればいいのかなと思っています。会計 みをつけたいと思っております。
一年間よろしくお願いいたします。 篠田たつゑ君
1 年間、副幹事を務めさせていただ
きます。よろしくお願いします。
友情と奉仕の灯を
スマイルボックス委員会 田中 稔君
本年度は副会計として、岐阜中ロー
秋保賢一君
副会長を仰せつかりました。1 年間 タリークラブに貢献できるよう頑張
ります。
よろしくお願いします。
安藤元一君
渡辺成洋君
本年度、会計を仰せつかりました。 本年度、国際奉仕を担当します。よ
スムースな会計業務ができますよう ろしくお願いいたします。
ご協力をよろしくお願いします。
安澤嘉崇君
市橋英二君
一年間、幹事を務めさせていただき
1 年間ありがとうございます。これ ます。よろしくお願いします。

田中稔

第 30 期 岐阜中ロータリークラブ理事役員
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