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第 1556 回例会 2018 年 3 月 13 日（火）

学期間終了に伴い、後ほどご挨拶をいただきます．

例会場: 鈴⿅商⼯会議所 4Ｆ大ホール

⻑い間頑張っていただきました張様に御礼申し上

例会進⾏: 奥村隆司副ＳＡＡ

げますとともに、日中の友好がさらに進むことを

開始 12：30 終了

お願い申し上げます．それでは、本日の例会、宜

13：30

点鐘： 会⻑ 川岸光男

しくお願いいたします。

ソング：我らの生業

幹事報告

ソングリーダー： 勇理維⼦副ＳＡＡ

1.鈴⿅・⻲⼭グループ各ロ

ゲスト：⽶⼭記念奨学生

会⻑挨拶

張

柴田友美幹事

ータリークラブ例会変

丹丹様

更のお知らせ

川岸光男

鈴⿅ＲＣ：4 月 4 日（水）

会⻑

春の親睦家族例会の

本日の例会ご出席あ

ため 18 時より⻑島ビ

りがとうございます．先

ール園（なばなの⾥内）

日、日曜日は児童詩コン

5 月 2 日（水）特別休会

クールの表彰式に早朝

⻲⼭ＲＣ：3 月 26 日（月）⇒27 日（火）鈴⿅

から出席いただき、机の

⻄ＲＣとの合同例会のため鈴⿅サーキット

整備や受付準備等、ご協⼒いただき、また、児童

ホスピタリティラウンジ

詩の実⾏委員会の皆様にも多大のご協⼒をいただ

鈴⿅シティＲＣ：４月４日（水）→７日（土）

きました．おかげ様で無事、盛大に終了する事が

観桜例会の為旭化成ケミカルズ(株)鈴⿅⼯場

出来ました．先日から春場所が始まりました．追

内グラウンド

⼿風部屋の⼒⼠の頑張りが目⽴っております．是

４月１１日（水）

非、応援お願い致します．

職場訪問例会の為

(有)

仲道水産

残念な報告ですが、タイ・ルンピニロータリー

2.鈴⿅シティロータリークラブより、創⽴ 20 周

クラブの前田仙一様からご連絡いただき、 2 月 7

年記念式典終了の礼状をいただきました。

日に現会⻑のアナン様が永眠されました．膵臓ガ

3.2018

ンとのことでした．アナン会⻑は、ミャンマーの

内

国境沿いにアナン記念分娩室を建てる計画中でし

ＪＡＰＡＮ

ＲＹＬＡセミナーのご案

(⻘少年指導者養成セミナー）

期日：2018 年 5 月 24 日(木)15 時〜27 日

た．⻄ロータリーとして哀悼のメッセージを送り

(日)12 時まで

ました．本日は、⽶⼭記念奨学生の張丹丹様が奨

場所：神⼾ YMCA 余島野外活動センター
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香川県小豆郡土庄町字余島

委員会報告

TEL0879-62-2241 FAX 0879-62-2240

＊3 月度

登録料：50,000 円(3 泊 4 日・1 名)

森

4.地区ガバナー事務所より、台湾東部地震災害
義捐⾦の依頼が届きました。お一人

諸事お祝い
豊親睦・家族委員

【会員誕生日】杉﨑雅代会員、小林 充会員

1,000

⾐斐信⾏会員、野間芳実会員、沖

以上のご協⼒をお願いできますと幸いです。

俊成会員

5.⻘少年育成研修セミナー開催について
日時：2018 年 5 月 13 日（日）受付 9：30
点鐘

10：00

終了 12：00

場所：四日市商⼯会所

1Ｆ

ホール

要請対象者：次期⻘少年奉仕委員⻑
登録料：￥1000

／ 1人

6.教師部会開催について
日時：2018 年 5 月 13 日（日）受付
40

13：

協議会 14：00〜16：30

場所：四日市商⼯会議所

ホール

出席要請者：鈴⿅高等学校インターアクトク
ラブ顧問／提唱クラブ

次期会⻑ならびに

次期インターアクト委員⻑
登録料：￥1000

／1 人

【結婚記念日】服部高宣・けい⼦ご夫妻、藤

7.3 月 27 日（火）創⽴記念例会ならびに⻲⼭Ｒ

野恵⼦・輝久ご夫妻、眞⼸純一・由香⾥ご夫

Ｃ合同例会のプログラムと会場案内図を出席

妻、森

者へ配布しました。

連・登代⼦ご夫妻、田中正明・彩⼦

ご夫妻、江藤隆仁・早苗ご夫妻、杉﨑雅代会

8.次週 3 月 20 日（火）例会終了後、第 11 回理

員、森喜代造・頼⼦ご夫妻

事・役員会を事務局において開催いたします。

＊ロータリーの友 3 月号紹介

理事・役員はご予定ください。

川⼾広樹クラブ広報委員⻑

本日の⾏事

＊2018 年地区研修・協議会について

⽶⼭奨学⾦ならびに記念品の贈呈

森

奨学期間終了に伴うご挨拶 ⽶⼭記念奨学

豊次期幹事

期日：4 月 14 日（土）

生 張丹丹様

会場：⻑良川国際

3 月末に帰国し

会議場・岐阜

て社会人にな

都ホテル

ります。

8:30 商⼯会議所出発
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⼩林

＊⾃家⽤⾞状況調査（地区からのお願い）につ
いて

勇

で出席できませんでしたので．

理維⼦社会奉仕委員⻑

杉﨑雅代：張

社会奉仕小委員会から

を飲んでいる姿が新聞に掲載されました．きれい

⾃家⽤⾞排気量等の

な姿と所作もバッチリできまっていました．

調査をさせていただき

ロータリーとも今日でお別れですネ．⺟国に帰ら

ます。

れ、ご希望の就活ができますよう心からお祈りい
たします．

＊鈴⿅市児童詩コンクール表彰式のお礼

本日のプログラム

通児童詩コンクール委員⻑

クラブ協議会

2017 年度児童詩ｺﾝｸｰﾙ

「2018 年会⻑エレクト研修セミナーの報告」

表彰式を無事執り⾏う

3 月 10 日会⻑エレクト研修セミナーに参加して、

ことが出来ました。

いい勉強をさせていただきました。各会⻑エレク

みなさん、どうもあり

ト 141 名全員出席でした。

がとうございました。

・出席報告

丹丹さん、先日の「東海道おひな

さまめぐり関宿」のイベントで振袖を着てお抹茶

環境保全調査の依頼

田中

充：2 月からインフルエンザと 3 月には火傷

藤田

2018-19 年度のロゴと

充

テーマは

出席委員⻑

「インスピレーショ

正会員 42 名中 23 名出席．出席率：63.88%

ンになろう」

先週の補正出席率：50.00%

2018-19 年度

先々週の補正出席率：56.75%

国際ロータリー会⻑

ニコボックス報告

森

豊親睦・家族委員

バリー・ラシン
ロゴはバハマの波と太陽をイメージしたデザイン

敬称略・順不同

※多額ールご出席有りがとうございました．

第一セッション

※川岸光男：先日は児童詩コンクールご出席あり

木村静之ガバナーエレクトから

がとうございあした．

1. 奉仕の浸透と例会の充実

※大泉源之：国際奉仕委員⻑として・・台湾の地

2. 会員基盤の強化

震災害の⽀援協⼒に御世話になります．

3. 奉仕活動の充実

柴田友美：・児童詩コンクールのご出席有難うご

4. 公共イメージと認知度の向上

ざいました．
・27 日の 33 周年記念例会、⻲⼭ＲＣ

5. ロータリー賞、ＲＩ会⻑特別賞に挑戦しよう

さんとの合同例会には、会員、ご家族の皆様ご出

第二セッション

PETS の説明等

席ください．

第三セッション

会員基盤の強化

世古口弘⼦：東日本大震災の 1 日も早い復興を念

第四セッション

公共イメージと認知度の向上

じます．

意欲の喚起

木村 G エレクト
3
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第五セッション

世界でよいことをしよう
平井次期 R 財団委員⻑

第六セッション

奉仕プロジェクトと活動
出前講座の話が結構出ていた。

「会員増強について」
加藤稔会⻑エレクト／会員維持・増強委員⻑
会員維持増強について本日出席者一人ひとりから
意⾒を聞く
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