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 ２０２１年３月２日(火) ＊例会時間短縮(12:30~13:00)食事はお持ち帰りお弁当

　【会長報告】氏家 正俊 会長

◆ 約2ケ月ぶりの例会となります。 　

2月9日･16日に試験的にZOOM配信をしました。　

　　　　初めてのオンライン

出席扱い例会です

◆ 岡 さんにロータリー財団・マルチプル・ポール

ハリスフェローの受賞襟ピンが届いております

ので贈呈します。（累計6,000ドル）

◆ 秋山佳弘さんにロータリー財団・マルチプル・ポール・ハリスフェローの受賞襟

ピンが届いておりますので贈呈します。（累計2,000ドル）

　【幹事報告】森 英司 幹事

◆ ロータリーの友・ガバナー月信３月号を配布しております。

◆ 5月14日(金)地区大会記念ゴルフ大会が鮎滝C.Cにて開催されます。

参加希望の方は早急に事務局までお願いします。

◆ 本日例会終了後、３月理事会を行ないますので、役員・理事の方はご出席ください。

　【プログラム】 💛 役員委員長半期報告（役員・各委員長）

氏家会長 7月7日 役員委員長就任挨拶

10月20日 丸亀東ＲＣ創立46周年記念夜間例会＜遊食房屋＞

10月27日 白井ガバナー補佐訪問・クラブ協議会

11月10日 篠原ガバナー公式訪問

12月1日 年次総会

片岡副会長 ☆3月7日(日)PETS(会長エレクトセミナー)四万十にて開催

森幹事 ・ロータリーの友、ガバナー月信の紹介

・週報の作成、ホームページの更新

前山副幹事 ＊11月28日(土)ロータリー財団地区管理セミナーに出席

神原会計 8月25日 会計報告

稲毛ＳＡＡ 　上期ニコニコ計　277,000円

伊賀直前会長 ・副ＳＡＡ業務担当
　 　 　

　　１．真実かどうか 　　２．好意と友情を深めるか

　　３．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

~四つのテスト~

言行はこれに照らしてから
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納田 会員増強・ 9月8日 客話〔㈱四国水族館開発・流石 学 社長〕

維持・退会防止 　　演題「四国水族館が目指す未来」

＊7月7日　 岡林大介さん　入会

＊8月31日 正田順治さん　退会　

☆1月12日 和田　誠さん　入会

・8月22日(土)地区会員増強セミナーは5月15日(土)に延期

木村 クラブ広報 9月15日 会員卓話「My Rotary」

山下孝 職業奉仕 10月13日 職場例会『ＭＯＣＡ丸亀市猪熊弦一郎現代美術館』

原 社会奉仕 ☆5月3日(祝月)丸亀お城まつり　→中止

秋山等 国際奉仕 ＊短期交換プログラム（短期交換留学生受け入れ） → 中止

7月21日 会員卓話「ＺＯＯＭによるオンラインミーティング」

　・国際交流協会・令和2年度団体会費12,000円納入

山下峰 プログラム 7月28日 岡林さんの新入会員歓迎会・暑気払い夜間例会

〔オークラホテル丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ〕

中 親睦活動 ＊9月21日(祝) 岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフコンペ＜東児が丘＞

9月29日 観月会〔オークラホテル丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ〕

＊11月22日 香川第Ⅰ・第Ⅱ分区合同親睦ゴルフ大会 → 中止

12月22日 クリスマス会〔オークラホテル丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ〕

☆1月12日 新年会　＊お昼に食事のみ

☆3月30日 観桜会　＊お昼に予定

岡 ﾛｰﾀﾘｰ財団 12月8日 会員卓話「消費税インボイス制度」

＜年次寄付金＞ 一人／３５㌦＋ポリオ１０㌦＝４５㌦

＜個人特別寄付＞千代田工業(有)1,000㌦、岡さん1,000㌦

　　　枝園さん1,000㌦、秋山佳弘さん200㌦

　＊150㌦が年寄付目標なので、約900㌦不足

小宮山 出席 8月18日 客話〔多度津自動車学校・川崎 隆 校長〕

　演題「改正道交通法等」

　上期出席率　81.10％

大塚 ﾛｰﾀﾘｰ情報 9月1日 会員卓話「ロータリーと幸福論」

＊12月15日 和田さんの新入会員オリエンテーション実施

・8月22日(土)クラブ研修リーダーセミナーは5月15日(土)に延期

久保田 青少年奉仕 ＊7月20日に平成29年度回収分の「未来への手紙」郵送

・今年度より未来への手紙事業は取りやめ（回収分は郵送）

・丸亀少女の家「運動会」 → 開催中止

・ミニバスケット大会の後援　→ 辞退

＊4月11日(日)第８回丸亀東ＲＣ杯少年剣道大会　→ 中止

秋山佳 米山奨学会 ＊9月26日(土)香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会に会長･幹事出席

10月6日 客話〔米山記念奨学生：グエン様〕

＜年次寄付金＞ 一人／６，０００円

＜個人特別寄付＞秋山佳弘さん10万円、氏家会長10万円

　　㈲有貴工業・森幹事10万円、枝園さん10万円

　＊会員26名より各2,000円を集金

☆4月より米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受け予定

　・カウンセラー：岡さん　・奨学生：DO CHI THIさん

　　１．真実かどうか 　　２．好意と友情を深めるか

　　３．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

 　　    2月末会員数４０名

~四つのテスト~

言行はこれに照らしてから

12月末会員数３９名



　【本日のニコニコ】

🍀 役員委員長半期報告を無事終えて ：氏家 正俊  会長

🍀 〃 ：片岡 浩昌  副会長

🍀 〃 ：  森   英司  幹事

🍀 〃 ：前山 佳裕  副幹事

🍀 〃 　 ：神原 太一  会計

🍀 〃 ：稲毛 謙二  Ｓ･Ａ･Ａ

🍀 〃 ：伊賀 重夫  直前会長

🍀 〃 ：木村 義正  委員長

🍀 〃 ：山下 孝志  委員長

🍀 〃 ：  原   将嘉  委員長

🍀 〃 ：秋山   等    委員長

🍀 〃 ：  岡   千枝  委員長

🍀 〃 ：久保田剛司 委員長

🍀 〃 ：秋山 佳弘  委員長

🍀 第21回写真展を無事終えて、ご来場ありがとうございました：浜口　戴　写真同好会会長

🍀 第21回写真展、個展「四季彩々」を無事終えて ：久保田剛司 さん

　【来訪ロータリアン】【メークアップ】（なし）

　【出席報告】

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 ２７名 １０名 72.97%

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

３９名 ３名 ３６名 ２９名 ７名 80.56%

　【３月　９日(火)の例会】会 員 卓 話 （片岡浩昌副会長）

　【３月１６日(火)の例会】会 計 報 告（神原太一会計）

　ロータリーの目的

　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。

理事（クラブ広報）

理事（職業奉仕）

理事（社会奉仕）

理事（国際奉仕）

理事（ロータリー財団）

第２１９３回例会 ＜３月２日(火)現在＞

第２１９１回例会 ＜１２月２２日(火)例会分＞

（青少年奉仕）

（米山奨学会）



　【写真同好会】

☬ 2月22日(月)~2月28日(日)まで丸亀市生涯学習センター

にて「第21回写真展」と久保田剛司さん個展「四季彩々」

を開催しました。ご来場ありがとうございました。

　　１．真実かどうか 　　２．好意と友情を深めるか

　　３．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

　ロータリーの目的

　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。

例会場

〒763-0011
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URL；http://www.marugame-east-rc.com
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ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ
オークラホテル丸亀　☎23-2222

丸亀市富士見町3-3-50

　　事務所　　オークラホテル丸亀４３０号室

　　例会日　　毎週火曜日　PM12:30~PM1:30


