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伝統的日本ロータリーの文化を尊重
しつつ、新たな試みを果断に実行する

ロータリーは機会の扉を開く

必達！！第１例会出席率 100％
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必達！！年間例会出席率 90％

今期、私は運営方針で「堅実な運営」

会長 三宅裕樹 「例会に於ける学びの実践」「戦略的
今期より会長を拝命した三宅です。 中断」を含む果断な意思決定を掲げま
2007 年に入会をさせていただいて、 した。ロータリークラブは奉仕の団体
この日が意外に早く来たなというの でありますが、自らのクラブの運営に
が正直なところです。改めて申すまで 事欠くようでは「奉仕」どころではあ
もなく、コロナ禍は収束の兆しを見せ りません。先ず足元をしっかり固め、
ず、有効な治療薬の出現には、未だ数 これから幾度も襲ってくる「コロナ第
年の時間が必要だそうです。また、こ 〇波」を睨みながら、年初に組んだプ
こ数日の間に熊本県をはじめ、我が岐 ログラムをいかに進めていくか？
阜県でも豪雨による被害が出ており これが大きな課題になってくると思
ます。当然、経済活動にも少なからぬ います。
この 1 年間、皆様のお力添えがいつ
影響が出ているのは明らかで、会員の
皆さんの企業においても様々な形で になく大切な年度になってきます。ど
悪しき影響が顕著になっているので うかよろしくお願いいたします
はないでしょうか？
前年度会長・幹事へ花束贈呈
冷静に考えれば、「そんな時にロー
大橋哲也直前会長と安澤嘉崇直前
タリークラブの活動をしている時な
のか？」と会長である私自身が自問自 幹事へ花束が贈呈されました。
答したくなるような情勢です。しかし、
私は「こんな状況だからこそ、ロータ
リークラブの真価が問われる時」と考
えます。多くの経営者や経済人で構成
されるクラブだからこそできる、会員
の皆さん同士の友情や絆こそが困難
な時期を乗り切る大きな力となって
いくものと信じます。

前 例 会 の 記 録

大橋哲也直前会長

安澤嘉崇直前幹事

第１回米山功労者表彰
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２０２０年７月７日（火）

[出席] 会員総数30名（出席免除 3名） 第１３５８回
２０２０年７月２１日（火）
本日出席24名 88.89％

[点鐘] １２時３０分

[行事] 『新年度理事役員挨拶』

第１３５６回

[ソング] 君が代・奉仕の理想
[ゲスト]
[ビジター]

担当 会長・幹事

[点鐘] １２時３０分
[行事] クラブフォーラム（１）
担当 会長・幹事

委員会報告

の年となります。クラブ奉仕委員長な

会員増強委員会
副委員長 秋保賢一
今年度の増強目標人数は 2 名です。
8 月 25 日のファイヤーサイドミー
ティングには会員候補者の方にもご
参加いただいております。会員候補推
薦カードに記入いただき、同日までに
ご提出いただきますようよろしくお
願いします。
ゴルフ同好会 幹事 渡辺成洋
本年度、ゴルフ同好会の幹事を賜わ
りました。15 年間ゴルフをやめていま
したが、コロナ禍の中、ゴルフを始め
たら、大役が回ってまいりました。
第１回は 7 月 18 日（土）に関カン
トリーでスタートいたします。よろし
くお願いいたします。

新理事役員挨拶
会長

三宅裕樹

らびに 30 周年実行副委員長も兼任と 員会として下記項目を委員会活動方
なりますので、会員の皆さんと団結し 針と致します。員会として下記項目を
て有意義な一年となりますよう、努め 委員会活動方針といたします。
たいと思います。よろしくお願いいた １．例会を学びの場とするため丁寧に
します。

また、厳粛に執り行うよう努めます。

会長エレクト

故金正司 ２．入会間もない会員との友情が、多
くの会員と深められるよう努めます。
この一年、よろしくご協力いただきま
すようお願いいたします。
直前会長 大橋哲也
昨年度はお世話になりました。無事
前期が終わり今期を迎えることがで
きました。良い勉強になりました。
また、本日、花束をいただき、合わ
次年度会長予定の故金でございま せてお礼申し上げます。
す。次年度目標を一生懸命考え中でご
直前幹事 安澤嘉崇
ざいます。全体としてはロータリーの
昨年度は皆様にお世話になりまし
知識を学ぶことを中心にロータリー た。今年度は篠田幹事をバックアップ
の友、月信の活用を深めていきたいと していきたいと思います。
考えます。地区大会への全員参加など
楽しいロータリー活動を目指します。 職業奉仕委員会委員長 大島康之
よろしくお願いいたします。
会計 田中 稔

第 31 期会長を務めさせていただき

今期、30 周年記念事業がありますの
で、職場例会を年 1 回にしました。よ

ます。よろしくお願いします。
非常に厳しい時期ではありますが、

本年度三宅会長の方針に従い、当委

前年度の副会計から昇格しまして ろしくお願いします。

皆様のお力添えを頂いて、歴史あるク 本年度は本会計を務めさせていただ
ラブの名に恥じぬように精進してま

きます。前年度の安藤会計に見習って、社会奉仕委員会委員長

いります。

健全なロータリー運営ができるよう

竹村安史

クラブ奉仕委員会委員長・副会長 がんばります。本年度よろしくお願い
森 益男 いたします。
会場監督

安藤元一

今年度、社会奉仕委員会を担当する
ことになりましので、よろしくお願い
厳しい時期ではありますが、皆様のお

します。三宅会長のお力になれるよう

「副会長に就任するにあたって」

頑張りますので、皆様のご協力をお願

本年度は創立 30 周年を迎える節目

いします。主な事業内容としては橿森
2

公園清掃とたずさえの森寄付となり

友情と奉仕の灯を

スマイルボックス委員会
吉田茂生委員 森 益男君
本年度、
「副会長」ならびに「クラ
ブ奉仕委員長」でお世話になります。
一年間よろしくお願いいたします。

ます。

国際奉仕委員会委員長

森井脩次

長井義夫君
前期、大橋さん、理事の皆様、おつ
かれさまでした。次期、三宅さん、理
事の皆様、よろしくお願いします。
ゴルフ同好会の皆様、一年間お世話
になりました。

本年度、国際奉仕委員長を担当させ 安藤元一君
ていただきます森井です。国際奉仕委

すので、一年間よろしくお願いします。

大橋会長、安澤幹事、一年間お疲れ

員会は 9 年前に渡辺さんのご協力によ さまでした。また今期、会場監督を仰 篠田たつゑ君
りフィリピン国ニューコレリア町へ

せつかりました。皆様のご協力をお願

医療支援を続けてきましたので、今年 いします。

一年間幹事を務めさせていただき
ます。よろしくお願いします。

も新型ウイルス対策支援をする予定
です。一年間よろしくお願いします。 各務克郎君

田中 稔君
税理士登録 20 周年を迎えることが
本年度は会計としてよろしくお願
できました。田辺先生、渡辺先生には いいたします。
３０周年記念事業委員会
委員長 渡辺成洋 いろいろとお世話になりました。引き
30 周年記念事業委員長を賜わりま 続きよろしくお願いします。
安澤嘉崇君
した。当初 11 月の実施予定でありま
三宅さん、会長就任おめでとうござ
したが、コロナ禍の関係で 4 月延期の 三宅裕樹君
います。篠田さん、幹事がんばってく
予定となっております。今後、しっか
一年間、よろしくお願いいたします。ださい。
りもんで臨んでいきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
森井脩次君
安田高志君
本年度、国際奉仕委員長を担当しま
今期もよろしくお願いします。
幹事 篠田たつゑ

三宅会長、森副会長のもと、皆様の
ご協力を頂きながら、一年間がんばり
ます。よろしくお願いします。

第３１期 岐阜中ロータリークラブ理事役員
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