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 　２０１９年６月１１日（火）
　  2018～2019年度　第４４年度　第４５回　 通算第２１３２回例会
　【副会長報告】　　◆　特になし

　【幹事報告】

◆ 前回、例会終了後、６月理事会を行ないました。

　 　①　６月・７月・８月プログラムの件　・・・・・　承認

◆ 新居浜南ロータリークラブ例会開催に関する変更についての文書が届いております。

◆ 「第１０回ふくしフェスティバルまるがめ」第１回実行委員会の案内の文書が届いております。

◆ 「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」キャンペーン実施についての文書が届いております。

※６月２６日(水)7：10～8：30　ＪＲ丸亀駅駅頭にて街頭キャンペーンに参加してくださる方は

　事務局までご連絡をお願いします。

　【プログラム】　❤　役員委員長年度報告（役員・理事・各委員長）

伊賀 副会長・クラブ管理運営 　７月１７日　客話【四国ガス㈱丸亀支店・三倉課長、岩手課長代理】

氏家 幹事＆会報雑誌 　７月３１日　客話【㈱西日本ファーマシー・吉村代表】

神原 会　計 　９月１８日　会計報告

　３月１９日　会計報告

小宮山 Ｓ・Ａ・Ａ 　◎６月１１日現在のニコニコ計　７２５，０００円

枝園 会員増強・退会防止 ★6月11日現在、会員数４０名　（増減+１名）

　＊平川惠一さん　退会（9/18）、名倉良成さん　退会（12/30）

　＊正田順治さん、宮武譲さん　入会（10/2）、黒木五朗さん　入会（4/2）

岡 クラブ広報 １１月１３日　客話【猪熊弦一郎現代美術館・館長；中野レイ子様】

　＊3/19：丸亀城石垣修復の寄付金贈呈式　広報（中讃ＣＶＣ）

　＊4/14：第６回丸亀東RC杯少年剣道大会　広報（四国新聞、中讃ＣＶＣ）

入江 職業奉仕 １０月　９日　職場例会【高松地方裁判所丸亀支部】

山下孝 社会奉仕 　１月２２日　客話【㈱オークラハウス　福家社長様】

◎５月３日　丸亀お城まつりに参加

◎６月３０日　第27回リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加

木村 国際奉仕 　７月　９日(月)短期交換学生歓迎会・・本間会員がホストファミリー

　　　　（７月６日(金)～７月１０日(火)受入れ）

　　　グレース　コールマン　さん　（16歳・女）

　　　ブリジット　オーキーフ　さん　（15歳・女）

塩野 プログラム 　８月　７日　暑気払い夜間例会【ｵｰｸﾗﾎﾃﾙ３Ｆビアガーデン】

　９月１４日　サイクリングチーム「3520自行車隊」歓迎会 【ｵｰｸﾗﾎﾃﾙ12F】　

　５月２１日　新入会員歓迎会【まる】

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか言行はこれに照らしてから

WEEKLY　REPORT

　ガバナー　桑原　征一　　[新居浜ＲＣ]

　 ROTARY：BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

　　丸亀東ロータリークラブ　　＜第４４年度＞

会長　稲毛 謙二　　 幹事　氏家 正俊



原 親睦活動 　９月１６日　善通寺ＲＣとの合同観月会＜護国神社＞→雨天の為「参集殿」

１２月１８日　クリスマス家族会＜ｵｰｸﾗﾎﾃﾙ丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ＞

※11月23日(祝)香川県ＲＣ親睦ゴルフ大会＜鮎滝ｶﾝﾄﾘｰ＞

※12月9日(日)岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ大会＜鮎滝ｶﾝﾄﾘｰ＞

　１月１０日　丸亀ＲＣとの合同新年例会＜山北八幡神社→懐風亭＞

　３月２６日　観桜会＆親睦ボーリング大会＜丸亀スターボウル＞

　６月２５日　納会＆岡山後楽園RCとの親睦例会＜レオマの森＞

秋山等 ロータリー財団 １２月１１日　会員卓話（秋山等委員長）「ロータリー財団」

　☆ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ受賞　⇒　稲毛会長、秋山等委員長

　☆ポール・ハリス・フェロー受賞　⇒　氏家幹事

※年次寄付　一人３５ドル　＋　ポリオ・プラス　一人１０ドル

久保田 出　席 ≪５月末までの出席率≫　７１．７４ ％

　７月２４日　客話【ＮＰＯ四国夢中人・尾崎代表】

辰巳 ロータリー情報 １１月　６日　会員卓話（辰巳委員長）「ロータリー知識クイズ」

前山 青少年奉仕 ※10月23日　丸亀少女の家『運動会』に参加

※未来への手紙事業 平成２７年分発送　（７月）・・５０７名

平成３０年分実施　・・・８校（５１９名）

　２月　５日　会員卓話（前山委員長）「ＲＹＬＡセミナー」

◎４月１４日　第６回丸亀東ＲＣ杯少年剣道大会開催

秋山佳 米山奨学会 １０月１６日　客話【米山奨学生：ﾅﾝﾄ・ﾏﾘﾅ・ｽﾞｲﾝ・ﾆｴｰ・ｴｰ様】

１１月２０日　客話【米山奨学生：ワン・ツオンタオ様】

　☆米山功労寄付（10万円）　⇒　稲毛会長、氏家幹事、枝園さん

　◎米山功労者：個人寄付（29名分）→７４，０００円

※年次寄付　一人／６，０００円

　【本日のニコニコ】

♣　 １年間ご協力ありがとうございました。　香川第Ⅱ分区ガバナー補佐：藤井孝一様

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：稲毛　謙二 会長

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：伊賀　重夫 副会長

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：氏家　正俊 幹事

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：片岡　浩昌 副幹事

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：神原　太一 会計

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：小宮山　滋 ＳＡＡ

♣　 会員増強 ：枝園　裕子 さん

♣　 クラブ広報 ：　岡　 千枝 さん

♣　 職業奉仕 ：入江　英樹 さん

♣　 社会奉仕 ：山下　孝志 さん

♣　 国際奉仕 ：木村　義正 さん

♣　 ﾛｰﾀﾘｰ財団 ：秋山　　等 さん

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて 出席 ：久保田剛司 さん

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ﾛｰﾀﾘｰ情報 ：辰巳　正兼 さん

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて 青少年奉仕 ：前山　佳裕 さん

♣　 ：久保田剛司 さん

　四つのテスト 　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2019-2020年度地区研修に出席して　（次年度青少年奉仕）

役員委員長年度報告を無事終えて　　（理事）

役員委員長年度報告を無事終えて　　（理事）

役員委員長年度報告を無事終えて　　（理事）

役員委員長年度報告を無事終えて　　（理事）

役員委員長年度報告を無事終えて　　（理事）

役員委員長年度報告を無事終えて　　（理事）

言行はこれに照らしてから



　【来訪ロータリアン】　（１名）

☣　 藤井　孝一 氏　（　琴 平 ＲＣ　）

　【メークアップ】　（なし）

　【出席報告】 　第２１３２回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３１名 ６名 ８３．７８％

　第２１３０回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３１名 ６名 ８３．７８％

　【６月１８日（火）の例会変更】　→　６月３０日(日)午前８時～約１時間

第２７回リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加（社会奉仕委員会）

　　　【みなと公園内自由広場北側集合】

　【６月２５日（火）の例会変更】

納会＆岡山後楽園ＲＣとの親睦夜間例会（親睦活動委員会）

　　　【ホテル“レオマの森”　午後６時５０分開会～】

　～2019-2020年度（丸亀東ロータリークラブ：第４５年度）～

　【７月２日（火）の例会】　短期交換学生歓迎会 （国際奉仕委員会）

　【７月９日（火）の例会】　役員委員長就任挨拶 （役員・理事・各委員長）

　　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
　　具体的には、次の各項を奨励することにある。 
　　第 1　 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。 
　　第 2 　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
　　　　　する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 
　　第 3 　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々，奉仕
　　　　　の理念を実践すること。 
　　第 4 　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
　　　　　を推進すること。
 　　付記：「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動 を
　　 　 　　起こさなければならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。

　オークラホテル丸亀　☎23-2222

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 　TEL：0877-21-6611　FAX：0877-21-6655
例会日 　毎週火曜日　PM12:30～PM1:30 　URL：http://www.marugame-east-rc.com

　E-Mail：merc@soleil.ocn.ne.jp

＜６月４日（火）例会分＞

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50
　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場

＜６月１１日（火）現在＞



　第４４年度 ２０１８～２０１９年度　例会プログラム表
　 　

役員委員長就任挨拶
短期交換学生歓迎会[７月６日(金)～７月１０日(火)受入]
客話〔四国ガス㈱丸亀支店・三倉課長、岩手課長代理〕
客話〔ＮＰＯ四国夢中人・尾崎代表〕
客話〔㈱西日本ファーマシー・吉村代表〕
暑気払い夜間例会【オークラホテル丸亀3Fﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ】
休  会 　
会員卓話『カジノＩＲ法案成立』
会員卓話『今そこにある未来』

台風２１号接近のため「休会」 　
台湾RC・岡山後楽園RC；サイクリングチーム歓迎会
会計報告 　 　
善通寺ＲＣとの合同観月例会【護国神社】
会員卓話『自己紹介』
職場例会【高松地方裁判所丸亀支部】
客話＜米山奨学生　ﾅﾝﾄ・ﾏﾘﾅ・ｽﾞｲﾝ・ﾆｴｰ・ｴｰ様＞ﾐｬﾝﾏｰ
創立４４周年記念夜間例会＆新入会員歓迎会【吉風】
地区大会報告【10月27日・28日新居浜市市民文化センター他】
会員卓話
客話＜猪熊弦一郎現代美術館・館長；中野レイ子様＞
客話＜米山奨学生　ワン・ツオンタオ様＞中国
会員卓話『南海トラフ地震』
＊11/23.香川県ＲＣ親睦ゴルフ大会  
年次総会
会員卓話『ロータリー財団』
クリスマス家族会【オークラホテル丸亀１２Ｆエメラルド】
休  会

休  会
丸亀ＲＣとの合同新年例会【山北八幡神社→中津万象園】
役員委員長半期報告 　
客話〔㈱オークラハウス　代表取締役社長　福家正志様〕
藤井ガバナー補佐訪問・クラブ協議会
会員卓話『ＲＹＬＡセミナー』
桑原征一ガバナー公式訪問

ＲＩ創立記念夜間例会【お気軽割烹「渡」】
会員卓話『自己紹介』
香川第Ⅰ・第Ⅱ分区合同Ｉ．Ｍに参加【アイレックス】
会計報告
観桜会＆親睦ボーリング大会【丸亀スターボウル】
地区研修・協議会報告　【3月31日(日)アスティとくしま】

第６回丸亀東ＲＣ杯少年剣道大会〔サンビレッジ土器川〕
会員卓話『自己紹介』
休  会  
丸亀お城まつりに参加〔丸亀城うるし林〕
会員卓話『ロータリーと私』
新入会員歓迎会【まる（ちゃんこ）】
会員卓話『大人の発達障害』
新旧委員会引継ぎ例会
役員委員長年度報告

青少年奉仕委員会
宮武　譲　新会員

社会奉仕委員会
第１４年度入会；辰巳さん

正田順治新会員
会長・幹事

神原太一会計
親睦活動委員会
次期会長・幹事

10月2日
10月9日
10月16日
10月23日
10月30日

秋山佳弘地区委員
会長・幹事

ロータリー財団委員会
親睦活動委員会

親睦活動委員会
役員・理事・委員長
社会奉仕委員会

ロータリー情報委員会
クラブ広報委員会

第１１年度入会；秋山佳さん

第１２年度入会；入江さん

会長・副会長

＊12/9.岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ[鮎滝カントリークラブ]

ＰＥＴＳ・ＤＴＴＳ報告　【PETS・DTTS；2月10日(日)徳島ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵ】

会長・幹事
青少年奉仕委員会

会長・幹事

幹事

6月4日
6月11日
6月30日
6月25日

12月18日
12月25日

1月1日
1月10日

11月6日
11月13日
11月20日
11月27日

12月4日

親睦活動委員会
港湾清掃に参加【みなと公園自由広場北側集合　午後8時】
納会＆岡山後楽園ＲＣとの親睦夜間例会【レオマの森18：50】

岡山後楽園ＲＣ創立３０周年記念式典〔アークホテル岡山〕

プログラム委員会
第19年度入会：西紋さん

会長・次期会長
役員・理事・委員長
社会奉仕委員会

会長・幹事

出席委員会
会報雑誌委員会
プログラム委員会

第４年度入会；高木さん
第９年度入会；大塚さん

第１１年度入会；吉野さん
職業奉仕委員会
米山奨学委員会

会長・幹事

プログラム委員会
神原太一会計

親睦活動委員会

4月30日
5月3日
5月14日
5月21日
5月28日

3月26日
4月2日
4月7日
4月14日
4月23日

2月19日
2月26日
3月5日
3月9日
3月19日

1月15日
1月22日
1月29日
2月5日
2月12日

12月11日

8月28日
9月4日
9月14日
9月18日
9月26日

7月24日
7月31日
8月7日
8月14日
8月21日

月日

（委員長：塩野）

7月3日
7月9日
7月17日

プログラム 担当委員会
役員・理事・委員長
国際奉仕委員会
伊賀重夫副会長
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