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 2023年１月２４日(火) 

　【会長報告】 納田美由紀会長
◆ 秋山佳弘様に「米山功労者 第１４回 メジャードナー」

受賞の感謝状が届いておりますので贈呈します。
　　           　　　　（累計 1,440,000円 寄付）

◆ 丸亀東ロータリークラブに「第１３回 米山功労クラブ」感謝状が届いております。
◆ 山北八幡神社にてお祓いを受けました。干支の置物とお守りをお持ち帰り下さい。
◆ ロータリーの友１月号と亀山学園だよりを配布しております。
◆ 善通寺RCより創立55周年記念式典の礼状と記念集合写真が届いております。
◆ 坂出・坂出東ロータリークラブ共同のラジオ番組が始まりました。
◆ 3月18日(土)インターシティミーティングの出欠返答をお願いします。
◆ 2023-2024年度短期交換プログラムの募集要項他、申請書類が届いておりますので
　 ご希望の方は事務局までお願いします。
◆ 本日例会終了後、1月の理事会を行いますので、役員理事の方はお残り下さい。

　【プログラム】★役員委員長半期報告（役員・理事・各委員長）

納田 会　長 7月5日 役員委員長就任挨拶
＊7月14日(木) 香川第Ⅱ分区会長・幹事会（一丁）
＊9月10日(土) 香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会 （リーガホテルゼスト）
＊9月17日(土) クラブ活性化セミナー（高松国際ホテル）

9月27日 原 ガバナー補佐訪問・クラブアッセンブリー
10月18日 八田ガバナー公式訪問

＊11月6日(日) 丸亀ライオンズクラブ創立65周年記念式典（オークラ）
＊12月11日(日) 善通寺ＲＣ 創立55周年記念式典（オークラ）

12月6日 年次総会
＊12月23日(金) 香川第Ⅱ分区会長・幹事忘年会（でんでん太鼓）

田中 副会長 7月12日 客話〔丸亀お城村実行委員長・宮田晃一様〕

中 幹事兼 ＊毎月、ロータリーの友、ガバナー月信の案内
会報雑誌 ＊週報作成、ホームページ更新

＊7月14日(木) 香川第Ⅱ分区会長・幹事会（一丁）
＊9月10日(土) 香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会 （リーガホテルゼスト）
＊9月17日(土) クラブ活性化セミナー（高松国際ホテル）

＜第４８年度＞

ＩＭＡＧＩＮＥ　ＲＯＴＡＲＹ 丸亀東ロータリークラブ
『想像しよう　ロータリー』 会長　納田美由紀　　  幹事　中　哲生

　2022-2023年度　第４８年度　第２６回　通算第2262回例会

＊12月10日(土)ロータリー財団補助金管理セミナー（徳島グランヴィリオ）
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Rotary　International　2022-23 国際ロータリー第２６７０地区
会長　ジェニファー・ジョーンズ（カナダ） ガバナー　八田　光　（高松北RC）



＊12月11日(日) 善通寺ＲＣ 創立55周年記念式典（オークラ）
＊12月23日(金) 香川第Ⅱ分区会長・幹事忘年会（でんでん太鼓）

神原 会　計 8月23日 会計報告
氏家 Ｓ・Ａ・Ａ 8月30日 客話〔(株)西日本ファーマシー・吉村輝美社長様〕

＊7月1日～12月末日までの上期ニコニコ計 281,000円
片岡 直前会長 ＊夜間例会時の乾杯の発声
黒木 会員増強･ 7月5日 鈴木貴信さん　入会 　　1月24日現在 会員数 41名

維持･退会防止 8月2日 客話〔(株)ＢＭＦ 代表取締役・藤本成紀様〕
＊9月17日(土)地区会員増強地区セミナー（高松国際ホテル）

木村 クラブ広報 9月6日 客話〔高松港湾・空港整備事務所　西本朋弘課長様〕
山下 職業奉仕 11月8日 職場例会〔丸亀城石垣修復工事の見学〕
塩田 社会奉仕 10月22日 四国八十八か所ポリオ根絶祈願【出釈迦寺】
森 国際奉仕 11月22日 客話〔丸亀市国際交流協会　西裕美様〕

＊国際交流協会　団体年会費 12,000円納入

前山 プログラム 12月13日 客話〔国土交通省四国地方整備局　白石副所長様〕
塩野 親睦活動 7月19日 原ガバナー補佐決起会＆新入会員歓迎会【一鶴】

8月16日 暑気払い夜間例会【ｵｰｸﾗﾎﾃﾙ丸亀1Fﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ】
9月10日

10月25日 丸亀東ＲＣ創立48周年記念夜間例会【千萬】
11月15日 客話〔日本赤十字社 事業推進課　大林課長様〕
12月20日 クリスマス会【オークラホテル丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ】
11月3日 香川県ＲＣ親睦ゴルフ大会【鮎滝カントリー】

11月27日 岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフコンペ【満濃ヒルズ】
岡 ﾛｰﾀﾘｰ財団 ＊ロータリー財団年次寄付 ３５㌦／1人＋ポリオ １０㌦／1人

◦納田会長　 特別寄付 1,000㌦ 　　 目標 １００ドル／1人
◦中 幹事　 特別寄付 1,000㌦

伊賀 出　席 7月26日 丸亀市長（庁舎）訪問・議会場・マルタス見学等
小宮山 ﾛｰﾀﾘｰ情報 10月4日 客話〔琴平バス(株)楠木泰二朗社長様〕
秋山等 青少年奉仕 ＊7月中旬 平成31年度回収分の「未来への手紙」を郵送

9月13日 会員卓話 「地域猫について」
秋山佳 米山奨学会 10月11日 客話〔米山記念奨学生　呉 奕 鋆 様〕

＊米山奨学会年次寄付 6,000円／1人 　　 目標  16,000円／1人
◦枝園さん　 　特別寄付 100,000円
◦原 Ｇ補佐　　 特別寄付 100,000円
◦秋山佳弘さん 特別寄付 100,000円
◦岡 さん 　　　特別寄付 　2,000円
＊9月10日(土) 香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会 （リーガホテルゼスト）

＊青少年短期交換学生受入 ⇒ 「中止」コロナの為

３ＲＣ(善通寺/丸亀東/観音寺東)合同観月例会【懐風亭】



　【本日のニコニコ】
☬ 役員委員長半期報告を無事終えて ：納田美由紀会長
☬ 〃 ：氏家 正俊  ＳＡＡ
☬ 〃 　 ：片岡 浩昌  直前会長
☬ 〃 ：木村 義正  様
☬ 〃 ：山下 峰彦  様
☬ 〃 ：塩田   寿   様
☬ 〃 ：前山 佳裕  様
☬ 〃 ： 岡  千枝   様
☬ 〃 　 出　席 ：伊賀 重夫  様
☬ 〃 　 青少年奉仕 ：秋山  等   様
☬ 〃 ：秋山 佳弘 様
☬ クリスマス会と丸亀RCとの合同新年例会を無事終えて ：納田美由紀会長

📷📷 1月17日(火)山北八幡神社にてお祓いをしていただきました 📷📷

理事（ロータリー財団）

理事（クラブ広報）
理事（職業奉仕）

米山記念奨学会

理事（社会奉仕）
理事（プログラム）



　【来訪ロータリアン】【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

４１名 ２名 ３９名 ３４名 ５名 87.18%
　 　

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

４１名 ２名 ３９名 ３４名 ５名 87.18%

　【１月３１日(火)の例会】  客　話（出席委員会）三谷 大 委員

　〔株式会社 ヨンプラス  代表取締役/ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　橋口剛志様〕

　　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
例会場

〒763-0011

TEL；0877-21-6611　　FAX：0877-21-6655
URL；http://www.marugame-east-rc.com
E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

　　　　　大塚秀人 会員の個展を同時開催
「旅の思い出」

　　例会日　　毎週火曜日　PM12:30~PM1:30

第２２６０回例会

ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ
オークラホテル丸亀　☎23-2222

丸亀市富士見町3-3-50

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから

　　事務所　　オークラホテル丸亀４３０号室

＜12月20日クリスマス会分＞

　【２月７日(火)の例会】  会員卓話（会員増強・維持・退会防止委員会）黒木五朗委員長

第２２６２回例会 ＜１月２４日(火)現在＞

📷📷 写真同好会 📷📷

「第２３回写真展」のご案内

２月１３日(月)～２月１９日(日)

丸亀市生涯学習センターにて

開催されます。
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