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テーマ

　

　　会長　片岡浩昌　　幹事　前山佳裕

 2021年１２月７日(火)

　2021~2022年度 第４７年度 第１４回  通算第2219回例会

　【会長報告】片岡浩昌会長 　

◆ 本日、米山記念奨学生のド ティ チーさんが例会に参加

されています。　　（12月分奨学金をお渡し）

◆ 2022-2023年度 八田ガバナーより、原さんに国際ロー

タリー第2670地区 2022-2023年度 香川第Ⅱ分区ガバ

ナー補佐」および「会員増強・維持・退会防止委員会 委

員」の委嘱状が届いておりますのでお渡しします。

◆ 12月11日(土)岡山後楽園ロータリークラブとの親睦ゴル

フコンペに参加される方は9時20分集合でお願いします。

　【幹事報告】前山佳裕幹事

◆ Ｉ・Ｍ（インターシティ・ミーティング）の案内文を配布しております。

登録の都合上、次週例会日(12/14)までに出欠返答をお願いします。

◆ 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。

　【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。

(片岡会長) 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　２０２１～２０２２年度　年次総会を開催いたします。

本日の出席は３１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。　　（会員総数の３分の１をもって年次総会の定足数とする）

≪議 案≫　 ２０２２～２０２３年度  役員選挙について

11月2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をお願いします。

　　~発表~　　　　ご承認ありがとうございました。

この後　2022～2023年度役員・理事を納田次年度会長より発表いたします。

(納田副会長) 2022～2023年度役員・理事を発表します。拍手をもってご承認をお願いします。

　　~発表~　　　　ご承認ありがとうございました。

　≪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 ２． みんなに公平か

３. 好意と友情を深めるか ４． みんなのためになるかどうか

　　WEEKLY　REPORT

  丸亀東ロータリークラブServe to Change Lives

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』



　 ２０２２～２０２３年 役員・理事

会  長 納田美由紀 理事 （会員増強・維持・退会防止） 黒木五朗

副会長 田中　誠 〃 （クラブ広報） 木村義正

幹  事 中　哲生 〃 （職業奉仕） 山下峰彦

副幹事 本間愛典 〃 （社会奉仕） 塩田　寿

会  計 神原太一 〃 （国際奉仕） 森　英司

直前会長 片岡浩昌 〃 （プログラム） 前山佳裕

〃 （親睦活動） 塩野拓二

＊ガバナー補佐　原　将嘉 〃 （ﾛｰﾀﾘｰ財団） 岡　千枝

(片岡会長) 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いたします。

★2022-2023年度 役員・理事 就任受諾のご挨拶

　　納田 次期会長　　　　　田中 次期副会長 　　中　次期幹事　　　　　本間 次期副幹事

　　   神原 次期会計　　　　片岡 次期直前会長 　　黒木 次期会員増強　　　木村 次期クラブ広報

　　森　次期国際奉仕　　　前山 次期プログラム 　　岡　次期ﾛｰﾀﾘｰ財団　　　原　次期ガバナー補佐

　≪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 ２． みんなに公平か

３. 好意と友情を深めるか ４． みんなのためになるかどうか



　【本日のニコニコ】

😊 本日、2021-2022年度 年次総会を無事終えて ：片岡 浩昌  会長

😊 本日、2021-2022年度 年次総会を無事終えて ：前山 佳裕  幹事

😊 本日、2021-2022年度 年次総会を無事終えて ：納田美由紀  次期会長

　2022-2023年度 １年間 ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

😊 2022-2023年度 役員・理事に選ばれて 次期副会長 ：田中　誠　さん

😊 〃 次期幹事 ： 中   哲生  さん

😊 〃 次期副幹事 ：本間 愛典  さん

😊 〃 次期会計 ：神原 太一  さん

😊 〃 ：黒木 五朗  さん

😊 〃 ：木村 義正  さん

😊 〃 ： 森   英司  さん

😊 〃 ： 岡   千枝  さん

😊 次年度「香川第Ⅱ分区ガバナー補佐」「会員増強・維持・

　　　　退会防止委員会 委員」の委嘱状を頂いて

😊 11/9.職場例会を無事終えて。ありがとうございました。：和田　誠　さん

　【来訪ロータリーアン】【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 ２名 ３８名 ３１名 ７名 81.58%

　

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 ２名 ３８名 ３１名 ７名 81.58%

　【１２月１４日(火)例会】 会 員 卓 話 （第31年度入会：納田美由紀副会長）

　【１２月２１日(火)例会】 クリスマス会 （親睦活動委員会）黒木五朗委員長

　　　　【オークラホテル丸亀12Fエメラルド　午後7時~】

　　※12月28日(火)、2022年1月4日(火)の例会は年末年始のお休みです※

　≪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想を奨励し、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 　オークラホテル丸亀　☎0877-23-2222

TEL；0877-21-6611　FAX；0877-21-6655

URL；http://www.marugame-east-rc.com

　例会日　 毎週火曜日　PM12:30~PM1:30 E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

第２２１９回例会 ＜12月7日(火)現在＞

理事(会員増強･維持･退会防止)

理事(クラブ広報)

理事(国際奉仕)

理事(ロータリー財団)

： 原   将嘉  次期ガバナー補佐

　丸亀東ロータリークラブ
〒763-0011　香川県丸亀市富士見町3丁目3番50号　

　事務所　 オークラホテル丸亀430号室

第２２１７回例会 ＜11月16日(火)例会分＞



　　＜2021~2022年度上期プログラム＞

7月6日 客話〔花岡ガバナー補佐〕・クラブアッセンブリー

7月13日 役員委員長就任挨拶

7月20日 東 邦彦 ガバナー公式訪問

7月27日 会員卓話「(有)和田ダッキング」和田 誠 会員

8月3日 会員卓話「会員増強委員長；三野津急送(株)」原 将嘉 委員長

8月10日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

8月17日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

8月24日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

8月31日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

9月7日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

9月14日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

9月21日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

9月28日 休　会　＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為

10月5日 客話〔米山記念奨学生；ド ティ チーさん〕岡 千枝 カウンセラー

10月12日

10月19日 会計報告 神原太一 会計

10月26日 創立47周年記念夜間例会・新入会員歓迎会【ステーキハウス千萬】

11月2日 会員卓話「オークラホテル(株)」三谷 大 会員

11月9日 職場例会【おばんざい笑家】高木敏仁 委員長

11月16日 会員卓話「中央開発(株)」鈴木一弘 会員

11月23日 休　会　（勤労感謝の日）

11月30日 会員卓話「ロータリー財団」「電子帳簿保存法」岡 千枝 委員長

12月7日 年次総会

12月14日 会員卓話「時速100kmの衝撃」納田美由紀 副会長

12月21日 クリスマス会【オークラホテル丸亀12F】黒木五朗委員長

12月28日 休　会

客話〔丸亀城 お笑い人力車芸人・大木亀丸様〕伊賀重夫 会員


