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水庫会員

幹事代理あいさつ

長野会員

2021.10.21

卓話

晴

司会

中村会員

草野会員

奥様誕生日

卓話

長野会員

松本会員

遠田会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」・「四つのテスト」
◎本日の出席状況
出席：25 名（22 名）中 14 名

63.64％

欠席：大原・鈴木（恭）・三須・斉藤（守）・藤代・斎藤（英）・鯨井・平山（相澤・織戸・柴田）各会員
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鈴木（恭）
会長

会 長 挨 拶
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水庫会長代理代読

本日例会に御出席頂いた皆様にお詫びからさせて頂きます。会長職にありながら、しかも以前より幹事お
休もみをすると言われていました日にクラブを欠席するという事態に際して、どうかご容赦いただきたく存
じます。新型コロナウイルス蔓延による緊急事態宣言が解除されてすぐに関与先の税務調査の依頼が税務署
からあり、どうしても本日しか３者の予定が合わないためこのような事態になってしまいました。この挨拶
を代読していただいている水庫会員をはじめとして、本日御出席の皆様に御礼申し上げます。
ロータリークラブにとって、例会の出席は会員としての基本であり、絶対的な義務だと思っています。本
クラブでも欠席が続いている会員はいますが、仕事上の重要度に応じて欠席することは仕方ないことでしょ
う。でも会員としてはロータリークラブの例会出席の優先度を少しでも上にしてもらって、出席することに
最善の努力をしてもらいたいです。出席できなくても気持ちはロータリークラブに向いていて欲しいと思い
ます。
先月まではコロナ禍によって、その例会を開催することができず、ロータリークラブの根幹が失われたよ
うな事態となってしました。ただ当初こそ例会がないことの違和感がありましたが、しばらく経つと例会が
ない楽さも感じたのは正直なところです。その分少し仕事ができる（ような気がする）とか、木曜日の昼前
後の予定を流動的に入れられるとか…でも例会で会員の皆さんに会わない、雑談もできないことで、ちょっ
と仕事が捗る程度のこととは較べられないような多くのことを失ってしまったのではないでしょうか。
とにかく今は例会ができる、会員の皆さんに会えるという喜びを持って、気持ちを新たに例会に臨みたい
と思います。

中村幹事代理

幹 事 報 告
１．2022 ～ 23 年度

地区役員の推薦について

ガバナーエレクト

小倉

純夫氏より標記推薦依頼が来ております。

・研究リーダー Adv．
：
＊職業奉仕委員会

＊ロータリー情報委員会

＊ロータリー研修委員会

・管理運営統括委員会：
＊クラブ奉仕・会員増強・基盤向上委員会

＊広報・公共イメージ向上委員会

＊フェローシップ・親睦活動委員会

＊ RLI 推進委員会

・奉仕プロジェクト統括委員会：
＊社会奉仕委員会

＊国際奉仕委員会

＊青少年奉仕・地区学友会委員会（Ｒ希望の風

含）

・青少年プロジェクト統括委員会：
＊インターアクト委員会

＊ローターアクト委員会

＊青少年交換委員会

＊ RYLA 委員会

・ロータリー財団統括委員会：
＊財団資金管理・寄付推進委員会

＊グローバル補助金プロジェクト委員会

＊地区補助金プロジェクト委員会

＊奨学生・学友委員会

＊ロータリーポリオプラス委員会（ロータリーカード兼務）
＊ロータリー平和フェローシップ委員会
以上地区委員会・委員の推薦に対しては理事会で決めたいと思います。
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２．次週 28 日は 31 日（日）に開催されます地区大会の振替により休会です。
地区大会 YouTube 視聴の URL は準備中です。整い次第お知らせ致します。
３．次次週 11 月４日は情報研究会です。
通常例会はありません。こちらも Zoom 配信となります。
URL は準備中ですので後日お知らせ致します。
◎各委員会報告
３つのお祝い

長野会員

本日の卓話

夫人誕生日

「米山月間に因んで」
近況報告

長野米山委員長
草野会員

松本会員

岡田会員

藤野会員

・妻の誕生日祝いを頂きました。長い間出席できず申し訳ございません。卓話という機会を頂けて米山奨学
会を改めて知ることができました。
・クラブよりお見舞いを頂きありがとうございます。もう若くないと実感しました。

長野

春信

草野

宏隆

・本日は鈴木恭浩会長の代わりとして点鐘と会長あいさつの代読をさせていただきました。久しぶりの点鍾
緊張しました。

水庫

直子

中村

和一

藤井

仁毅

・①長野会員、米山月間卓話ありがとうございました。
②草野会員、松葉杖痛々しいですが、お大事に。
③三須幹事、新ホール竣工おめでとうございます。
・長野さん卓話有難う。

・長野米山委員長の月間に因んだ卓話有難うございました。また、草間会員元気な姿を見せに来てくれて有
難うございました。急なフリでスミマセン。

遠田

毅

・長野さん、米山月間の卓話ごくろうさま。当クラブは毎月 3,000 円以上の通帳入金くだされば地区米山・
財団寄付目標は大丈夫です。

岡田

敏男

・長野米山奨学会委員長、卓話ありがとうございました。

山口

習明

・草野会員、早い回復を願っています。

山口

習明

・長野会員へ「米山月間に因んで」の卓話、改めて米山奨学会の活動の卓話ありがとうございました。
山﨑

新一

・改めて米山奨学会の大切さを考えさせられました。長野会員の話は、心にしみるものでした。山本

宏子

・所用のため早退させて頂きます。申し訳ありません。

大家

浩明

・草野会員、早くケガを直してください。ゴルフ場で待ってます。

松本

健

・長野会員、多忙な中に米山記念奨学会の卓話ありがとうございます。

鈴木

隆男

・草野会員、自分の経験ですが骨折はなかなか完治しません。無理なことはせずお大事になさってください。
野田

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

10 月 21 日

23,000 円

累計

真司

206,000 円
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次回予定
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10 月 28 日（木） 地区大会振替休会
11 月 ４ 日（木） 情報研修会（ズーム参加）例会休会
11 月 11 日（木） 理事会・通常例会

10・11 月のプログラム
10月28日（木） 地区大会振替休会
31日（日） 地区大会
11月４日（木） 情報研修会（ズーム参加）
例会休会
11日（木） 理事会・通常例会
18日（木） 夜間移動例会
前年度・前々年度会長幹事、
西川さん慰労会
25日（木）
週報今週の担当

山

本
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