
　　　Rotary　International　2019-20 　　　国際ロータリー第2670地区

　　　　　ガバナー　大 島  浩 輔

　テーマ

 　２０２０年１月１４日（火）

【会長報告】◆　なし

【幹事報告】

◆ ロータリーの友、ガバナー月信の１月号を配布しております。

◆ 「第４２回ＲＹＬＡセミナーのご案内」の文書が届いております。

◆ 本日例会終了後、１月理事会を行いますので、役員・理事の方はご出席をお願いします。

【副幹事報告】

◆ 2020-2021年度地区研修・協議会の案内文が届いております。部門別協議会の出席者の方

には案内文をお渡ししておりますのでご出席の程。よろしくお願いいたします。

≪香川第Ⅰ・第Ⅱ分区合同ＩＭのご案内≫　高松グリーンＲＣ・横井様、濱田様

　 　

　　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

WEEKLY　REPORT

会 長　マーク・ダニエル・マローニー

　　丸亀東ロータリークラブ　＜第４５年度＞
　 ROTARY　CONNECT　THE　WORLD

『ロータリーは世界をつなぐ』 会長　伊賀 重夫　　 幹事　片岡 浩昌

　  2019～2020年度　第４５年度　第２５回　 通算第２１５９回例会

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから



【プログラム】　💛　役員委員長半期報告（役員・理事・各委員長）

小宮山 Ｓ･Ａ･Ａ ◎７月１６日(火)客話〔(株)香川ダイハツモータース　

　　丸亀土器店 店長 実岡直樹様：サービス本部兼ＩＴ推進Ｇ 課長 土釜大様〕

　『100年に一度の大変革期を迎えた自動車産業』

◎１１月５日(火)客話〔(株)日本トリム　松山営業所

　　　　　 所長 刈谷篤史様：ＤＳ事業部係長 村上啓太様〕

　『健康の鍵は「水」にある』

★2019年7月1日～12月31日までのニコニコ計

　　３７５，０００円

原 会員増強・維 ◎８月６日(火)客話〔日本たばこ産業(株)香川支店支店長 杉山正人様〕

持・退会防止 　　『ＪＴの取り組み』

■８月１７日(土)会員増強地区セミナー（徳島グランヴィリオホテル）

　＊伊賀会長と片岡幹事が出席

山下孝志 クラブ広報 ◎１１月１２日(火)客話〔一般財団法人　丸亀市観光協会

　『丸亀の観光について』 　　　常務理事・事務局長 山田哲也様〕

中 職業奉仕 ◎１０月８日(火)客話〔公益社団法人　香川県観光協会

　『台湾からの観光客の誘致』 　専務理事 内田裕幸様〕

山下峰彦 社会奉仕 ◎１１月１９日(火)客話〔みずほ銀行高松支店　個人営業課 

　　課長 小迫優将様、個人営業課 山本愛様、渉外１課 安井修平様〕

　『セカンドライフを楽しむために必要なマネープラン』

本間 国際奉仕 ★『短期交換学生の受け入れ』ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：枝園裕子様

　　　受入期間：６月３０日(日)~７月３日(水)　４泊５日

学生 〔Noeme　Karinaさん　１７歳〕（ﾉｪｴﾐ　ｶｧﾗｲ）

学生 〔Evonne　Chiangさん　１５歳〕（ｲｳﾞｫﾝﾇ　ﾁｪﾝ）

◎７月２日(火)午後７時～　オークラホテル12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ

　　『短期交換学生歓迎会』

★短期交換留学生を派遣〔本間 恵衣 様〕7月25日～8月15日

◎８月２０日(火)短期交換派遣学生〔本間恵衣様〕報告

前山 親睦活動 ◎９月１０日(火)善通寺ＲＣとの合同観月例会〔中津万象園〕＊二胡演奏

＊丸亀東ＲＣ→27名、善通寺ＲＣ→21名＝総勢48名

◎１２月１７日(火)クリスマス家族会〔オークラホテル丸亀12F〕＊ピエロ

＊会員→32名、大人→23名、子供→14名＝総勢69名

◎10月27日(日)香川県RC親睦ゴルフ大会＜満濃ヒルズカントリークラブ＞

◎11月17日(日)岡山後楽園RCとの親睦ゴルフコンペ＜グランディ鳴門＞

岡 ﾛｰﾀﾘｰ財団 ★年次寄付　一人／３５ドル

★ポリオプラス　一人／１０ドル

★＜個人寄付＞

　・伊賀重夫様　1,000ドル寄付〔法人寄付〕

　・片岡浩昌様　1,000ドル寄付（ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）

　・岡　千枝様　1,200ドル寄付（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）

　・枝園裕子様　1,000ドル寄付（ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ）

＊12月末までで一人当たり１５０ドルの寄付達成

■１２月７日(土)13:00～15:30ホテルパールガーデン

　　「2020-21年度ロータリー財団補助金管理セミナーに出席」

　　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

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから



納田 出　席 ◎９月２４日(火)客話〔Pay Pay(株)営業統括本部・営業本部

　『Pay Payとは？』 　ショップコンサルタント 西谷哲也様〕

★上期出席率　８５．５８％

片岡 会報雑誌 ☆ホームページ更新、週報作成

☆ロータリーの友、ガバナー月信の記事紹介

辰巳 ﾛｰﾀﾘｰ情報 ◎９月３日(火)会員卓話（大塚副委員長）

　「2019年規定審議会」　クラブと地区に関連する重要な変更

久保田 青少年奉仕 ◎１２月１０日(火)会員卓話（久保田委員長）

　「青少年奉仕委員会事業」「四国夢中人」

★未来への手紙事業

　＊平成２８年回収分の郵送（７月初旬）４１４名

　＊令和元年分実施　（１月３０日から順次回収）

★丸亀少女の家「秋季運動会」参加

    ＊10月10日(木)運動会に伊賀会長が出席

秋山佳弘 米山奨学会 ★年次寄付　一人／6,000円

★＜個人寄付＞

　・秋山佳弘様　１０万円寄付　（累計10,10,000円）

　・伊賀重夫様　１０万円寄付〔法人寄付〕　累計200,2000円

　・片岡浩昌様　１０万円寄付　（累計100,2000円））

　・会員より寄付金を集める　34名×2,000円＝６８，０００円

＊12月末までで一人当たり１５，２００円の寄付

◎１０月１５日(火)米山記念奨学生：客話〔エズズ・ニヤズ様〕

■９月１４日(土)香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会・懇親会（クレメント）

　＊伊賀会長と片岡幹事が出席

　◎秋山委員長は地区委員として出席

神原 会　計 会費…年額２５万円として、上期及び下期の２回等分に集金します。

【本日のニコニコ】

♣　 役員・理事・各委員長半期報告を無事終えて ：伊賀  重夫 会長

♣　 　　下期もご協力の程、よろしくお願いいたします。 ：氏家  正俊 副会長

♣　 〃 　　 ：片岡  浩昌 幹事

♣　 〃 　 　 ： 森　 英司 副幹事

♣　 〃 （会計） ：神原  太一 さん

♣　 〃 （ＳＡＡ） ：小宮山 滋 さん

♣　 〃 （直前会長） ：稲毛 謙二 さん

♣　 〃 　 ： 原　 将嘉 さん

♣　 〃 ：山下  孝志 さん

♣　 〃 ：山下  峰彦 さん

♣　 〃 　 ：前山  佳裕 さん

♣　 〃 　 　 （出席） ：納田美由紀 さん

♣　 〃 ：辰巳  正兼 さん

♣　 〃 ：久保田剛司 さん

　　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
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（ロータリー情報）

（青少年奉仕）

理事（親睦活動）

理事（会員増強・維持・退会防止）

理事（クラブ広報）

理事（社会奉仕）



♣　 丸亀東ＲＣ・丸亀ＲＣ；合同新年例会を無事終えて ：伊賀  重夫 会長

♣　 丸亀東ＲＣ・丸亀ＲＣ；合同新年例会を無事終えて ：前山  佳裕 親睦活動委員会

♣　 新年行事を無事終えて ：秋山  光宗 さん

♣　 同志社フェアｉｎ香川のご案内をさせて頂いて ：山下  峰彦 さん

♣　 お先に失礼して ：山下  峰彦 さん

♣　 なんとなく ：久山  峰年 さん

【来訪ロータリアン】（２名）

◎ 濱田　吉隆 氏　（高松グリーンＲＣ）　会長

◎ 横井　実  氏　（高松グリーンＲＣ）　ＩＭ実行委員長

【メークアップ】（なし）

【出席報告】 　第２１５９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 ３２名 ５名 ８６.４９％

　第２１５７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 ３４名 ３名 ９１.８９％

【１月２１日(火)の例会】　会　員　卓　話　（木村  義正  会員）

【１月２８日(火)の例会】　会　員　卓　話　（浜口　戴　会員）

　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。

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

　オークラホテル丸亀　☎23-2222

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

＜１月１４日(火)現在＞

＜12月17日クリスマス家族会分＞

　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場


