
　テーマ

　２０２０年１２月１日(火)

　【会長報告】氏家 正俊 会長

◆ なし

　【幹事報告】森 英司 幹事

◆ ロータリーの友・ガバナー月信１２月号と2019-2020年度地区概況を配布しております。

◆ 本日例会終了後、１２月理事会を行ないますので役員・理事の方はお残り下さい。

　【副幹事報告】前山 佳裕 副幹事

◆ 「2021-2022年度青少年短期交換プログラム」は新型コロナウイルス感染拡大の為、協議

の結果、『中止』となりました。

◆ 11月28日(土)「2021-22年度ロータリー財団補助金管理セミナー」に参加しました。

　【プログラム】 ★ 年 次 総 会（会長・次期会長）

　国際ロータリーでは、年次総会とは、次年度の役員・理事を選挙する重要な

　例会を言います。 　標準ロータリークラブ定款には毎年 12 月 31 日までに

　開催することになっています。

　 只今より丸亀東ロータリークラブ  定款第６条 第２節、細則第５条 第１節

により、当クラブ 2020～2021年度 年次総会を開催いたします。

本日の出席は２９名で細則第５条第３節の定足数を満たしていることをご

報告いたします。

＜議題＞ 2021～2022年度  役員選挙について

11月10日に行なわれました役員指名委員会におきまして慎重な審議の結果

を発表いたします。　発表いたしますので拍手をもってご承認願います。

　2021～2022年度 会　長 片岡  浩昌

　　　　〃 幹　事 前山  佳裕

　　　　〃 　　副会長・会長ノミニ― 納田美由紀

　　　　〃 　　副幹事・幹事ノミニ―  中 　哲生

　　　　ご承認ありがとうございました。

この後 2021～2022年度 役員・理事を 片岡 次年度会長より発表いたします。

　 2021～2022年度役員・理事を発表します。　拍手をもってご承認願います。

　＊役員・理事を順番に発表 　　ありがとうございました。

　 それでは全会一致で、ご承認いただきました方々に、就任受諾のご挨拶を

お願いします。　

　　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
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~四つのテスト~

言行はこれに照らしてから

氏家会長

片岡次期会長



　＊順番に呼び出し→就任受諾の挨拶

氏家会長 ありがとうございました。　片岡次年度会長よりお知らせがあります。

片岡次期会長 当クラブ細則第３条 第１節により2021～2022年度第１回理事会を開催し

S･A･Ａ、副S･A･Ａの選出を行ないますので、本日選出されました次年度

役員・理事の方はお残り下さい。

氏家会長 2020～2021年度年次総会を終了いたします。

　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。

納田次期副会長　 前山次期幹事

岡 次期ﾛｰﾀﾘｰ財団

　　中　次期副幹事 　神原次期会計

原 次期会員増強 　辰巳 次期クラブ広報 　　高木次期職業奉仕 山下次期社会奉仕

　枝園次期国際奉仕 　森 次期プログラム 　　黒木次期親睦活動



　【来訪ロータリアン】【メークアップ】（なし）

　【本日のニコニコ】

🍀 2020～2021年度年次総会を無事終えて ：氏家 正俊  会長

🍀 2020～2021年度年次総会を無事終えて ：片岡 浩昌  次期会長

🍀 2021～2022年度役員・理事に選ばれて 次期副会長 ：納田美由紀 さん

🍀 〃 次期幹事 ：前山 佳裕  さん

🍀 〃 次期副幹事 ： 中   哲生  さん

🍀 〃 次期会計 ：神原 太一  さん

🍀 〃 次期理事 ： 原　将嘉 さん

🍀 〃 ：辰巳 正兼  さん

🍀 〃 ：高木 敏仁  さん

🍀 〃 ：山下 峰彦  さん

🍀 〃 ：枝園 裕子  さん

🍀 〃 ： 森    英司  さん

🍀 〃 ：黒木 五朗  さん

🍀 〃 ： 岡    千枝  さん

　【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

３９名 ３名 ３６名 ２９名 ７名 80.56%

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%

　【１２月８日(火)の例会】会員卓話 （ロータリー財団委員会）岡 千枝 委員長

　【１２月１５日(火)の例会】会員卓話 （岡林  大介  新会員）

　　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

　これは「嘘偽りはないか」、「本当のことか」という意味であり、自分に問い

　かけている。

２. みんなに公平か

　これは関係するすべての人に公平かどうかということである。ロータリアンの仲間

　だからとか、特別の関係にある人だからとか、他のことで便宜をはかってもらった

　人だからとかいって特別に便宜をはかってはならないことをいう。

３. 好意と友情を深めるか

　「取引に愛を込めて」という意味は、このことである。取引で関係者間に信用という

　精神的絆ができ、好意と友情が生まれると素晴らしいことである。

４. みんなのためになるかどうか

 　職業倫理の目標は、みんなのためになることである。

　その取引に関係した人たちすべて。

次期理事（ロータリー財団）

＜１２月１日(火)現在＞

第２１８６回例会 ＜１１月１７日(火)例会分＞

(会員増強・維持・退会防止)

次期理事（クラブ広報）

次期理事（職業奉仕）

次期理事（社会奉仕）

次期理事（国際奉仕）

次期理事（プログラム）

次期理事（親睦活動）

第２１８８回例会



　ロータリアンの行動規範 　

　　ロータリアンとして、私は以下のように行動する。

１. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。

２. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。

３. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け

地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。

４. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。

５. ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持すること

を支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が

起こらないよう確認する。

四つの反省 　

１. 顧客に対して

　・最上の品質、最高のサービスを提供しているか。

　・常に、正直と親切を旨としているか。

２. 従業員に対して

　・彼らの長所を十分認め、かつ買っているか。

　・安全で快適な職場を確保しているか。

　・苦情に対して公正な態度で対処しているか。

　・自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか。

３. 競争者に対して

　・公正な態度で接しているか。

　・あなたは行動をもって誠実を肝銘させているか。

　・彼らと共に事業水準の高揚につとめているか。

４. 協力者に対して

　・公正で友情に満ちた関係を保っているか。

　・いつも支払いをよくしているか。

　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。
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