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Serve to Change Lives
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第１回

通算第2206回例会

司会進行→伊賀重夫ＳＡＡ

ただいまより、２０２１～２０２２年度スタートにあたりまして、会長章、幹事章
財産目録の引継ぎおよび前会長章、前幹事章の贈呈を行います。
1. 会長章、幹事章の引継ぎを行ないます。
（１）会長章
氏家 前会長より 片岡 新会長へ会長章の引継ぎをお願いします。
（２）幹事章
森 前幹事より 前山 新幹事へ幹事章の引継ぎをお願いします。
2. 財産目録の引継ぎを行ないます。
氏家 前会長より 片岡 新会長へ財産目録の引継ぎをお願いします。
3. 前会長章、前幹事章の贈呈を行ないます。
（１）前会長章
片岡 新会長より 氏家 前会長に前会長章の贈呈をお願いします。
（２）前幹事章
前山 新幹事より 森 前幹事に前幹事章の贈呈をお願いします。
4. 槌 の引継ぎを行ないます。
氏家 前会長より 片岡 新会長に槌の引継ぎをお願いします。
以上をもちまして、新年度発足に伴う引継ぎ式を終了いたします。

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。

● ご来賓紹介・ビジター紹介・・

香川第Ⅱ分区ガバナー補佐

随行(坂出東RC)

花岡 通子 様

福島 啓之 様

● 本日入会の「鈴木一弘さんと三谷 大 さん」の紹介と挨拶と入会祝セットの贈呈・・

＊スポンサー：辰巳さん

＊スポンサー：秋山光宗さん

鈴木 一弘 様

三谷 大 様

中央開発(株)

オークラホテル(株)
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レストラン・宴会部長
兼企画室長

S34.9.4生

S43.10.10生

【会長報告】片岡 浩昌 会長
◆

岡山後楽園ＲＣ・長谷博明会長より新年度挨拶文が届いております。

◆

ガバナーノミニ―・デジグネート（2024-2025年度ガバナー）候補についての文書
が届いております。

【幹事報告】前山 佳裕 幹事
◆

2021-2022年度クラブ計画書を配布しております。

◆

ロータリーの友・ガバナー月信７月号・亀山学園だよりを配布しております。

◆

2021-2022年度上期会費のお願い文書を配布しております。

◆

7月20日(火)東邦彦ガバナー公式訪問のご案内文書を配布しております。
次週例会日までに出欠返答をお願いします。

◆

7月理事会は次週例会の後、行います。

~四つのテスト~

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

言行はこれに照らしてから

３．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

【プログラム】 ★ 客話（花岡 通子 香川第Ⅱ分区ガバナー補佐）
＜自己紹介＞
職業分類 ：私学
勤務先 ：花岡学園

理事長

ロータリー歴 ：2004-2005年度

坂出東ＲＣ 幹事

：2010-2011年度

坂出東ＲＣ 会長

＜シェカール・メータＲＩ会長のテーマ＞
＜東 邦彦 ガバナーの地区方針＞

【本日のニコニコ】
☬

花岡通子ガバナー補佐様、本日はお忙しい中、客話・クラブアッセンブリーに
お越しいただき、ありがとうございました。

：片岡 浩昌 会長

☬

〃

：前山 佳裕 幹事

☬

〃

：納田 美由紀 副会長

☬

〃

： 中 哲生 副幹事

☬

〃

：秋山 佳弘 さん

☬

〃

：小宮山 滋 さん

☬

〃

： 岡 千枝 さん

☬

新入会員の鈴木さんの入会を喜んで

：秋山 光宗 さん

☬

新入会員の三谷さんを紹介できて

：辰巳 正兼 さん

☬

前年度会長を無事終えて、前会長章をいただいて

：氏家 正俊 さん

☬

前年度幹事を無事終えて、前幹事章をいただいて

： 森 英司 さん

☬

前年度理事・プログラム委員長を無事終えて

：山下 峰彦 さん

☬

引っ越しを無事終えて

：和田 誠 さん＜Ｂｉｇ＞

【来訪ロータリアン】（２名）
☆

花岡 通子 様 （ 坂出東ＲＣ ） 香川第Ⅱ分区ガバナー補佐

☆

福島 啓之 様 （ 坂出東ＲＣ ）

【メークアップ】（なし）
【出席報告】
会員総数

４１名

第２２０６回例会
出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３８名

＜７月６日(火)現在＞

出席会員数

欠席会員数

出席率

２９名

９名

76.32%

第２２０４回例会
会員総数

４０名

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３７名

＜６月２２日(火)例会分＞

出席会員数

欠席会員数

出席率

２９名

８名

78.38%

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。

クラブアッセンブリー
「クラブ協議会に向けての質問票」にそって協議会を行ないます。
クラブの目標計画について
➀ 新年度のプロジェクトは何ですか
本年度は特にプロジェクトとしては計画していませんが、昨年度まで丸亀ＲＣと協賛し
ていたテーマの見直しを行い、丸亀東ＲＣとして独自性のあるテーマを見つけ出し実施
することを目標としています。
本年度はそうしたプロジェクトを見つけ出す年と位置づけています。

② 他クラブに推奨できるプログラムの実績があれば紹介してください
少年剣道大会です。丸亀近隣地区の剣道クラブを中心に毎年４月に当クラブと丸亀市剣
道連盟が協賛して実施しています。本年と昨年はコロナ禍の影響でやむなく中止しまし
たが、過去5回の大会では、100人以上の剣士が参加、ケーブルテレビ等でも放映される
大会となっております。

③ 新型コロナ感染防止とクラブ運営をどのようにバランスを取り進めていきますか
香川県のコロナステージが６に悪化しないかぎり、感染防止をしながら例会を開催して
きました。例会では検温、手洗い消毒のほか、オークラホテルの協力を得て、１人１テ
ーブルでDISTANCEをKEEPしています。防止策では、感染を気にされる方もいるので
例会をZoomで参加できるようにしました。

④ その他
本年度はクラブ創立４７周年にあたります。

ＲＩテーマと地区方針について
➀ 貴クラブ会員の地区行事への参加状況について
＊地区大会(10/23高知県) １５名＊国際大会(米国／ヒューストン) ０名 予定

② 会員増強・維持・退会防止について
＊2021年7月1日現在３９名＜7月6日→２名入会；本日４１名＞

③ 広報についての新たな方法に取り組んでいますか
④ その他
＊参加者に今年度の目標、抱負等を発表してもらいました。

【７月１３日(火)の例会】 役員委員長就任挨拶（役員･理事･各委員長）
【７月２０日(火)の例会】 東 邦彦 ガバナー公式訪問

~四つのテスト~

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

言行はこれに照らしてから

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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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

例会場
〒763-0011

オークラホテル丸亀

☎23-2222

丸亀市富士見町3-3-50

TEL；0877-21-6611

FAX：0877-21-6655

URL；http://www.marugame-east-rc.com
E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

