
第 1403回例会 平成 28年 7月 20日(水) 

＜＜今日のプログラム＞＞ 

1. 点      鐘  

2. ロータリーソング   

♪「それでこそロータリー」 

3．4つのテスト唱和 「本日の担当者」                 

4. 会長の時間「岩切君」 

5. 幹事報告「田邉君」＊理事会内容報告       

6. 出席報告「籾田君・内藤君」   

7. ハッピーＢＯＸ披露 「本日の担当者」 

8. 委員会報告 「各委員会より」     

9. 公式訪問前のクラブフォーラム 

「藤堂孝一ガバナー補佐」 

10. ＳＡＡ次週例会案内～会員卓話 

     「藤堂孝一君」 

 例会場「4階 クリスタル」 

11．点       鐘 

第 1402回例会記録 平成 28年 7月 13日（水） 

■ 会 長 の 時 間       

会長●岩切 正司君 

皆さんこんにちは、先週も

休ませて頂きまして、私の

叔父さんにあたる人の喪主

を務めました。この演台の

ロータリーマークは創立当初にその叔父が取り付

けてくれた物です。この一年で何を語り続けて行く

かと申しますと、「職業奉仕」についてです。 

大重ガバナーもドクターですが「職業奉仕」には非

常に精通されております。皆様がロータリーの職業

奉仕を深く理解して、それぞれの立場で実行してい

く事で会社も事業も繁栄していく事を願いながら

語って参りたいと思いますので 1 年間どうぞよろ

しくお願い致します。そしてどうか、若い会員の入

会にも結びつく事を願います。 

■ 幹 事 報 告       

幹事●田邉揮一朗君 

＜文書報告＞ 

＊野中玄雄ガバナー退任のご  

挨拶文書 

＊ ガバナーエレクト支援金のお願い 

＊ 財団法人米山奨学会～普通寄付上期分納入のお

願い 

＜報告事項＞ 

＊ 公式訪問報告書のチェック用を各テーブルにお

配りしております、訂正等がありましたら書き

込んで下さい。最終構成をして皆様には来週配

布させて頂きます。 

■出席報告           ●籾田 直樹君  

会員数 24（１） 出席数 19名 出席率 82.6％ 

免除会員 1名 欠席数 5名 メイク 0名    

■ハッピーＢＯＸ披露       ●藤堂孝一君 

＜ニコニコへ＞ 

◎ 宇治橋信雄君・真由美さんご夫

妻～今月 26 日で 18 回目の結

婚記念日になります。今思えば

あっという間の 18 年でした。

あと数年は頑張ります。お香ありがとうございま

した。 

◎ 武政勝巳君～50才！瞬間、瞬間を一生懸命に、こ

れからも断らず頑張って行きます。ヨロシク！！ 

◎ 林厚雄君・初子さんご夫妻～あれから 40

年！！・・・？ありがとうございます。 

＜財団へ＞ 

◎岩切正司君～新しい年度に励みましょう。 

■ 各委員長より委員の紹介 

：奉仕プロジェクト委員会 

委員長＝林 厚雄 副委

員長＝小牧 義隆 

職業奉仕＝岩切  正司 

社会奉仕＝小牧 義隆 

国際奉仕＝内藤 昭子 新世代＝大久 保貞子 

：クラブ管理運営委員会 

委員長＝梶田 與之助  

副委員長=荒武 義博 

クラブ奉仕=荒武 義博 

プログラム＝宮原 建樹  

出席＝籾田 直樹  

～ 内藤 昭子 

親睦＝梶田與之助  

～ 大久保貞子 
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：クラブ広報委員会 

委員長＝吉田 康一郎  

副委員長＝宇治橋 信雄 

広報＝宇治橋 信雄  

会報・雑誌＝中武 幹雄  

ロータリー情報＝永

野 陽子 

：ロータリー財団           

委員長 

   柳田 光寛 

副委員長 

 郡司 武俊 

；会員増強委員会 

委員長＝武政 勝巳 副委員

長＝太田 忍 

職業分類＝日高 邦孝 会員

選考＝原田 宗忠 

会員増強＝太田 忍 

 

：会計 

会計＝新原 輝彦 

：ＳＡＡ 

ＳＡＡ＝鸙野隆春 

■直前会長・幹事へ 

記念品贈呈 

＊直前会長 

日高邦孝君     

＊幹事 

林 厚雄君 

☆☆☆☆☆

一年間本当

に有り難う

御座いまし

た。 

■委員会報告   奉仕プロジェクト委員長 

                 

●林 厚雄君 

先週告知しておりました内容の

説明をさせて頂きます。 

「カヌー教室参加募集」 

会場：佐土原町石崎川栄橋「安ら

ぎ公園」 

主催：広瀬小学校区地域づくり協議会 共催：ＮＰＯ

法人佐土原スポーツクラブ及び半九レインボースポ

ーツクラブ 

日時：平成 28年 7月 24日(日)9：00～12：00 

参加費：500円 申し込み：7月 19日(火)締め切りに

てそれまでに事務局にお知らせ下さい。 

ク ラ ブ 管 理 運 営 委 員 長     

●梶田 與之助君 

今年も地元愛宕神社の夏祭り

が 7 月 23～24 日と開催され

ます。併せてクラブ懇親会を計画致しました。 

日時：7月 23日(土)  

18：30～場所：居酒屋「かぼちゃ」 

会費：￥2.000  多くの参加をお願い致します。 

＜ガバナー公式訪問 懇談会・例会・クラブフォーラム 式次第＞ 

１、懇談会■会長・会長エレクト・幹事・ガバナー・ガバナー補佐・

地区随行者 

時間：11：00～12：15            進行 クラブ幹事 

①開会                     クラブ幹事 

②訪問者紹介（ガバナー・ガバナー補佐・地区随行者）地区随行者 

③出席者紹介（クラブ出席者）         クラブ幹事 

④ガバナー挨拶                大重ガバナー 

⑤活動計画の説明（資料人数分）         クラブ会長  

⑥質疑応答 

⑦総評                  藤堂ガバナー補佐 

２、 例会 

時間：12時 30分～13時 30分         司 会 Ｓ Ａ Ａ  

(１) 点   鐘           会  長 岩切 正司 

(２) ロータリーソング         ♪奉仕の理想 

(３) 4つのテスト           副会長  郡司 武俊 

(４) 会長の時間           会  長 岩切 正司 

(５) 幹事報告            幹  事 田邉揮一朗 

(６) 出席報告            出  席 籾田 直樹 

(７) ハッピーＢＯＸ披露       クラブ奉仕 荒武義博 

（８）メジャードナー記念品授与式「岩切正司君」へ  

ガバナー 大重 勝弘 

(９) ガバナーアドレス        ガバナー 大重 勝弘 

(10) 点    鐘          会長   岩切 正司 

＜＜記念撮影   13時 30分～13時 50分＞＞ 

３、 クラブフォーラム 

■ 出席者：会長・会長エレクト・幹事・女性会員・入会３年未満

の会員    ガバナー・ガバナー補佐・地区随行者 

時間：13時 50分～14時 50分 

①開会                     クラブ幹事 

②訪問者紹介（ガバナー・ガバナー補佐・地区随行者 地区随行者 

③出席者紹介（自己紹介・職業分類・入会歴） 

④ガバナー挨拶                大重ガバナー 

⑤ガバナー講話                大重ガバナー 

⑥質疑応答 

⑦総  評                藤堂ガバナー補佐 

 

 

四つのテスト 

       言行はこれに照らしてから。 

１、 真実かどうか 

２、 皆に公平か 

３、 好意と友情を深めるか 

４、 皆のためになるか どうか 

 

 
メモ 

 

 

 

 

 

 


