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ロータリーを学び会員増強に努める

２０２１－２２ ＲＩテーマ
奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

必達！！第１例会出席率 100％
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必達！！年間例会出席率 90％

それ以上のホットなニュースは A グ
ループ森ガバナー補佐にも協力いた
故金正司
だきたいと思います。また「ロータリ
ーの友」から日本全国のクラブ活動の
ニュース、コラムの紹介をして行く予
定です。来月 8 月のロータリー月間は
「会員増強・拡大」がテーマです。会
員増強委員会からの増強への協力の
あると思います。それでは引き続きガ
バナーメッセージをお伝えして会長
挨拶とさせていただきます。

拶

会長

ワクチン接種も進み、ロータリーク

2019-20 年度ロータリー賞
ゴールド受賞

新理事役員挨拶
副会長

ラブの例会も会場で実行される傾向

安藤元一

になってまいりました。東京では感染
が衰えず、インド株が先行し始めまし
た。今年度も国からの規制を気にしな
がらの例会になりそうです。
皆さん、こんにちは！待ちに待った
初回の例会を迎えることができ嬉し
く思います。理事役員、委員会のメン

新旧会長・幹事 バッジ交換

バーの皆様、どうぞよろしくお願いい

副会長の職務は規約によりますと、

たします。今年度、会長方針として「ロ

会長不在の場合の代行業務となって

ータリーを学ぶ」
「会員増強に努める」

います。当該年度前に、本年度安藤篤

の 2 大テーマをもとに、一年を一緒に

史幹事には、私なりのロータリーの経

勉強をしながら例会を楽しみたいと

験より幹事の職務を伝えたと考えて

思います。例会では地区委員会の活動

います。よって、今期はこの規約に準

内容なども月信の内容から委員会の

じ会長代行に徹するように務めさせ

皆様にお伝えしたいと思います。
森益男ガバナー補佐に地区より委嘱状

前 例 会 の 記 録

ていただきます。

次

回

予

定

２０２１年７月６日（火）

[出席] 会員総数29名（出席免除 3名） 第１３８６回
２０２１年７月２０日（火）
本日出席23名 88.46％

[点鐘] １２時３０分

[行事] 新理事役員挨拶

第１３８４回

[ソング] 君が代・奉仕の理想
[ゲスト]
[ビジター]

[点鐘] １２時３０分
担当 会長

[行事] 第１回クラブフォーラム
前半期増強に向けて

担当 会員増強委員会

会長エレクト

田邊雅範

今期、会場監督委員長大島康之です。ながら努力する所存であります。よろ
よろしくお願いいたします。前期安藤 しくお願い申し上げます。
会員が真面目な方からの引継ぎです
ので大変ですが、例会が楽しくなるよ

国際奉仕委員長

藤吉一郎

うに、頑張っていきますので、よろし
くお願いいたします。

直前会長

三宅裕樹

再び会長エレクトに就任した田邊
です。以前の就任は１８年前ですので、
もう忘れてしまっています。故金会長
に教えてもらいながら、ロータリーを

コロナ過で通例のフィリピンへの

もう一度勉強しますので、ご指導ご鞭

訪問はできませんが、当クラブのヘル

撻頂けますようお願い申し上げます

シースタイル啓蒙活動の広域化とし
て北ダバオ州サンインシドロ町へ公

前期は大変お世話になりました。今
幹事 安藤篤史
今年度、幹事を務めさせていただく 期 32 期が素晴らしい年度となります
ことになりました安藤篤史です。まだ ことを祈念しております。
まだ分からないことだらけですが、会
員の皆様が楽しんでいただけるよう、
直前幹事 篠田たつゑ
精一杯、努力いたします。一年間、よ
ろしくお願いいたします。

会計 各務克郎
会計を仰せつかりました各務です。
皆様からお預かりしたお金を適正に
運営させていただきます。ロータリー
のことはまだわからないことばかり
故金会長 新年度スタートおめで
です。皆さんから教えていただくこと
ばかりで、また、お願いすることばか とうございます。皆さまのお手伝いが
りかと思いますが、１年間よろしくお 少しでもできればと思っています。
1 年間よろしくお願いいたします。
願いします。
早速ですが、本日、会費請求をさせ
ていただきました。今年３１日が土曜
職業奉仕委員長 渡辺成洋
日で、各関係団体への期限もあって、
例年より１日早い７月３０日が期限
となっております。ご協力をお願いい
たします。
ＳＡＡ 大島康之

衆衛生の人材育成を図るため寄付を
させていただきます。例会などで報告
させていただきます。一年間よろしく
お願いします。

青少年奉仕委員長

副幹事

森井脩次

若曽根広康

第 32 期副幹事になりました若曽根
広康です。焦らず落ち着いて自分の役
割を果たしてまいりたいと思います。
本年度、職業奉仕委員長を賜わりま よろしくお願いいたします。
した。故金会長の思いのこもった職業

副会計 篠田たつゑ
業奉仕の理念を伝えながら、共有でき
会計の各務様に教えていただきな
る実践を事業に反映できるかを考え がら勉強したいと思います。よろしく
奉仕です。如何に会員の皆さんに、職
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「RI2630 地区Ｉ.Ｍ.及びガバナー公 森益男君

お願いいたします。

副ＳＡＡ

副ＳＡＡ

伊藤善男 式訪問合同例会」の準備を、実行委員
会の皆さんと共に進めています。
ロータリーの活動等にとって、まだ
まだ難しい時期が続きますが、どうぞ
この 1 年、ご指導のほど重ねてお願い
いたします。皆さんから教えていただ
くことばかりで、またお願いすること
ばかりかと思いますが、１年間よろし
くお願いします。
安澤嘉崇

1 年ぶりにクラブに復帰し、今年度
は副 SAA を拝命しました。大島 SAA
を支え、楽しい例会となるよう 1 年間
取り組んでいきたいと思います。
RI2630 地区 岐阜Ａグループ
ガバナー補佐 森 益男

１年間ガバナー補佐として務めさせ
ていただくことになりました。I.M.・
合同例会等、お世話になりますが、ご
指導、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

篠田たつゑ君
新年度おめでとうございます。前期で
は大変お世話になり、一年を無事終え
ることができました。ありがとうござ
いました。
友情と奉仕の灯を
田辺雅範君
スマイルボックス委員会 会長エレクトになりました。遅まきな
安藤元一君
がら勉強させてもらいます。
今期、副会長を務めさせていただきま 田中稔君
す。一年間よろしくお願いいたします。今期は親睦委員長を仰せつかりました。
萩野昌和君
楽しく有意義な事業を計画実行してい
今年も一年間よろしくお願いします。 きたいと思います。ご協力よろしくお
各務克郎君
願いいたします。
会計を仰せつかりました。皆様からお 若曽根広康君
預かりしたお金を適正に運営してい 今期、副幹事となりました。よろしく
きます。よろしくお願いいたします。 お願いします。
早速ですが会費振込お願いします。
渡辺成洋君
故金正司君
故金会長、本年度よろしくお願いいた
３２期始まりでございます。これから します。
１年皆様のご協力をお願いし、ロータ 安澤嘉崇君
リー活動を楽しみましょう。元気がで 新年度おめでとうございます。１年振
るクラブ活動を！
りに復帰しました。新人のつもりで頑
三宅裕樹君
張ります。
前期はお世話になりました。今期もよ ★誕生日おめでとうございます★
ろしくお願いします。
安藤篤史君
森井脩次君
今期、幹事として皆様に楽しんでいた
本年度、青少年奉仕委員長を担当させ だけるよう努力します。よろしくお願
ていただきます。一年間どうぞよろし いいたします。
くお願いします。

入会以来 30 有余年、ホームクラブ
である岐阜中ロータリークラブに軸
足をおいて過ごしてきましたが、本年
度は岐阜Ａグループのガバナー補佐
のお役目を頂き、務めさせていただく
ことになりました。どうぞよろしくお
願いいたします。
昨年来のコロナ禍の中、予定者とし
ての研修の機会は、ほぼリモートによ
る形式となり、充分な知識も得ないま
まのスタートとなった感は否めませ
んが、精一杯頑張りたいと思います。
現在は、来る 8 月 21 日開催予定の
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