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　　　会長　シェカール・メータ （インド） 　　　ガバナー　東　邦彦　（中村RC）

テーマ

　

　　会長　片岡浩昌　　幹事　前山佳裕

 2022年６月７日(火)

　2021-2022年度 第４７年度 第２８回  通算第2233回例会

　【会長報告】片岡浩昌会長

◆ 今日が本年度、最後のお昼の例会開催となります。

◆ 6月10日(金)午後6時30分~坂出グランドホテルにて開催される「香川第Ⅱ分区 

会長・幹事引継ぎ会」に参加してまいります。

　【幹事報告】前山佳裕幹事

◆ ガバナー月信 ６月号、亀山学園だよりを配布しております。

◆ 本日例会終了後、本年度最後の６月度理事会を行ないますので役員理事の方は

お残り下さい。

　【次期幹事報告】中哲生次期幹事

◆ 本日「2022-2023年度地区活動方針」を配布しております。

次年度各委員長さんは地区委員会からの方針やお知らせ等を読んでいただき

再度、クラブ計画書に追加文、訂正文等がありましたら、お願いします。

◆ 本日例会終了後、次年度理事会を行ないますので、次年度役員理事の方はお残

り下さい。

　【プログラム】★ 役員委員長年度報告（役員・理事・各委員長）

　※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、8月10日,17日,24日,31日,9月7日,14日,21日,28日,

　　1月25日,2月1日,8日,15日,22日,3月1日,8日,15日,22日(計17回) の例会を「休会」しました。

片岡 会　長 7月6日 花岡ガバナー補佐訪問・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 ガバナー公式訪問

12月7日 年次総会

1月18日 役員委員長半期報告

5月31日 新旧委員会引継ぎ例会

6月7日 役員委員長年度報告

納田 副会長 12月14日 会員卓話「時速100kmの衝撃」DVD放映

＊3月26日(土)PETS（会長エレクト研修セミナー）に参加

＊地区協議会・研修会 ⇒ 「中止」コロナの為

5月24日 炉辺会合

前山 幹事兼会報雑誌 ＊毎月、ロータリーの友、ガバナー月信の案内

＊週報作成、ホームページ更新

神原 会　計 10月19日 会計報告

4月19日 上期会計報告

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』

　　WEEKLY　REPORT

  丸亀東ロータリークラブServe to Change Lives



伊賀 Ｓ･Ａ･Ａ 10月12日 客話＜丸亀城お笑い人力車芸人・大木亀丸様＞

＊5月31日までのニコニコ計　339,000円

氏家 直前会長 ＊夜間例会時の乾杯の発声

原 会員増強･維持 7月6日 鈴木一弘さん　入会

退会防止 7月6日 三谷　大さん　入会  5月末日 会員数 40名

10月11日 秋山光宗さん　退会 （純増＋１名）

8月3日 会員卓話「三野津急送(株)」

＊9月18日(土)会員増強地区セミナー ⇒ 「欠席」

辰巳 クラブ広報 ＊ホームページの更新

高木 職業奉仕 11月9日 職場例会【おばんざい笑家】

山下 社会奉仕 5月3日(祝) 丸亀お城まつりに参加（丸亀城うるし林）

(予定) 6月19日(日) 第28回リフレッシュ瀬戸内(港湾清掃)に参加

枝園 国際奉仕 ＊国際交流協会　団体年会費 12,000円納入

＊青少年短期交換学生受入 ⇒ 「中止」コロナの為

森 プログラム ＊例会プログラムを作成、実行

黒木 親睦活動 9月21日予定 観月例会 ⇒ 「中止」コロナの為

10月26日 新入会員歓迎会&創立記念例会【ステーキハウス千萬】

12月21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6日 丸亀RCとの合同新年例会【山北八幡神社 → 懐風亭】

4月5日 観桜会【懐風亭】

(予定) 6月23日(木) 岡山後楽園RC親睦夜間例会に参加【アークホテル岡山】

(予定) 6月28日 納会【民泊「丸橘」の家】

12月11日 岡山後楽園RCとの親睦ゴルフコンペ（満濃CC）

1月13日 香川県RC親睦ゴルフ大会 ⇒ 「中止」コロナの為

5月22日 岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ（岡山ゴルフ倶楽部）

岡 ロータリー財団 11月30日 会員卓話「ロータリー財団」「電子帳簿保存法」

＊ロータリー財団年次寄付 ３５㌦／1人＋ポリオ １０㌦／1人

◦片岡会長 特別寄付 1,000㌦

◦枝園さん 特別寄付 1,000㌦ 　　　　　一人当たり／120㌦寄付

◦久山さん 特別寄付 1,000㌦

＊ロータリー財団補助金管理セミナーに参加

稲毛 出　席 ＊５月末までの出席率　79.72％

西紋 ロータリー情報 ＊9月18日(土)クラブ研修リーダーセミナー ⇒ 「欠席」

久保田 青少年奉仕 ＊7月15日 平成30年度回収分の「未来への手紙」を郵送

4月10日(日) 丸亀東RC杯少年剣道大会 ⇒ 「開催中止」コロナの為

秋山佳弘 米山記念奨学会 10月5日 客話（米山記念奨学生・ド ティ チーさん）

＊米山奨学会年次寄付 6,000円／1人

◦前山幹事        特別寄付 100,000円

◦氏家さん        特別寄付 100,000円  一人当たり／16,000円寄付

◦篠井さん        特別寄付 100,000円

◦秋山佳弘さん 特別寄付 100,000円

＊9月25日(土)香川分区米山協議会 ⇒ 「中止」コロナの為

✇３月末まで米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーを引き受け

　 　 4月12日 客話（米山記念奨学生・ド ティ チーさん）



片岡 会長 前山 幹事       　中 副幹事

伊賀 ＳＡＡ       原  会員増強委員長

　　　辰巳  ｸﾗﾌﾞ広報委員長 高木  職業奉仕委員長 　森  プログラム委員長

　　　黒木  親睦活動委員長 岡  ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 久保田  青少年奉仕委員長

氏家 直前会長



　【本日のニコニコ】

😊 役員委員長年度報告を無事終えて

　　１年間ご協力。ありがとうございました。 ：片岡 浩昌  会長

😊 　　　〃 ：前山 佳裕  幹事

😊 　　　〃 ： 中　哲生  副幹事

😊 　　　〃 ：伊賀 重夫  ＳＡＡ（Ｗ）

😊 　　　〃 ：氏家 正俊  直前会長

😊 　　　〃 ： 原　将嘉　様

😊 　　　〃 ：辰巳 正兼　様

😊 　　　〃 ：高木 敏仁　様

😊 　　　〃 ： 森　英司　様

😊 　　　〃 ：黒木 五朗　様

😊 　　　〃 ： 岡　千枝　様

😊 　　　〃 ：久保田剛司 様

　【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 ３０名 ８名 78.95%

　

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 ３０名 ８名 78.95%

　【６月１４日(火)例会変更 → ６月１９日(日)午前８時~】

　　第２８回リフレッシュ瀬戸内(港湾清掃）に参加 【みなと公園】

　【６月２１日(火)例会変更 → ６月２３日(木)午後７時~】

　　岡山後楽園ＲＣとの合同親睦夜間例会に参加【アークホテル岡山】

　【６月２8日(火)例会変更 → ６月２8日(火)午後７時~】

　　納  会  【民泊「丸橘」の家】

　≪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

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２２３３回例会 ＜6月7日(火)例会分＞

(理事)会員増強･維持･退会防止

(理事)クラブ広報

(理事)職業奉仕

(理事)プログラム

(理事)親睦活動

(理事)ロータリー財団

青少年奉仕

　事務所　 オークラホテル丸亀430号室

　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　

第２２３１回例会 ＜5月24日(火)例会分＞


