
Rotary　International　2016-17 　第４２年度

　　会長　ジョン・Ｆ・ジャーム

　　テーマ

　　Rotary Serving Humanity

　　　　　人類に奉仕するロータリー

平成２９年６月１３日（火）

【会長報告】
◆

◆ 香川第Ⅰ・第Ⅱ分区合同インターシティミーティングの礼状が届いております。

◆ 米山奨学生の呉さんが本日。例会出席されています。⇒６月奨学金（14万円）を渡す

【幹事報告】
◆ 本日、例会終了後、６月理事会を行いますので、役員・理事の方はお残りください。

【副幹事報告】
◆ 本日、例会終了後、次年度理事会を行いますので、次年度役員・理事の方はお残りください。

【委員会報告】（社会奉仕委員会）片岡浩昌委員長
◆ 次週（6/20）の例会は「６月１８日(日)午前８時集合「第２５回リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）」に参加

に例会変更しております。　参加される方はピンクのポロシャツかジャンパー着用の上、雨天の場合

でも、集合場所にお越しください。

【プログラム】 ❤ 役員委員長年度報告（ 役員・理事・各委員長 ）
※２月１２日(日)ＰＥＴＳ参加、３月５日(日)地区研修・協議会に参加

９月２７日　会計報告

３月１４日　会計報告

　◎５月末日までのニコニコ計　５３６，０００円

　※ニコニコ回数券綴り（１万円）⇒１８枚販売

５月１６日　客話【さぬき青年会議所　理事長・山内様】

１１月１９日　会員卓話『馬場馬術』（岡直前会長）

◎７月　５日 （６月１３日現在；会員数４０名）

８月　９日　会員卓話『ロータリーとは」ＤＶＤ鑑賞』（久保田委員長）

２月　７日　第２回丸亀東ＲＣ親睦ボウリング大会開催（丸亀スターボウル）

９月　６日　客話【丸亀市役所秘書広報課：吹田健児様】

※１月２１日(日)地区広報・ＩＴ委員会並びに雑誌委員長会に参加

３月２１日　会員卓話『かかりつけ薬剤師を！』（氏家委員長）

★Ｍｙ　Ｒｏｔａｒｙに登録を呼びかける。（７名登録済み）

・週報、記録用に例会や参加行事の時に写真を撮る。

１０月１８日　職場例会≪丸亀警察署≫

３月２８日　客話【三菱電機住環境システムズ㈱髙濵様、天雲様】

１月２４日　客話【かがわ自主ぼう連絡会・岩崎会長】

５月　３日(祝)　丸亀お城まつりに参加

＜今後＞ ６月１８日(日)　第２５回リフレッシュ瀬戸内(港湾清掃)に参加

　ロータリーの目的
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

タリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第３

第４

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

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。

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。

坂出東ＲＣより香川実行委員長と岡田副実行委員長が「地区大会のお礼」にお越しくださっております。

佐藤　昌延　氏　入会会員増強・退会防止；久保田

クラブ広報；氏家

職業奉仕；辰巳

社会奉仕；片岡

丸亀東ロータリークラブ
　会長　　小宮山滋　　　幹事　伊賀重夫

ＷＥＥＫＬＹ　ＲＥＰＯＲＴ

　国際ロータリー第2670地区

201６～2017年度　第４２年度　第４７回　通算第２０３６回例会

クラブ管理運営；名倉

会　計；神原

Ｓ・Ａ・Ａ；原

直前会長；岡



７月１９日　短期交換学生歓迎会・・秋山等会員がホストファミリー

　　　　（７月１６日(土)～７月１９日(火)受入れ）

　　ｸﾘｽﾃｨｱﾝｿﾝ　ｾﾚｽﾃｨｰﾅさん・17歳、ｽﾊﾟｲｸ　ｸﾘｽﾃｨｰﾝさん・18歳

１月３１日　会員卓話『ダイエット』（森委員長）

★４月８日(土)台北東南扶輪社創立４０周年記念式典に参加（２１名）

９月１６日　丸亀東RC・善通寺RC・観音寺東RC・坂出東RC・琴平RC

                  ５RC合同観月例会　＜護国神社＞

１２月２０日　クリスマス家族会＜ｵｰｸﾗﾎﾃﾙ丸亀12Fｴﾒﾗﾙﾄﾞ＞

※11月3日(祝)香川県ＲＣ親睦ゴルフ大会＜高松ｶﾝﾄﾘｰ＞

※11月23日(日)岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ大会＜ｴﾘｴｰﾙ＞

１月１２日　丸亀ＲＣとの合同新年会＜山北八幡・懐風亭＞

４月　５日　８ＲＣ合同花見夜間例会＜中津万象園＞

※5月28日(日)岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ大会＜後楽ｺﾞﾙﾌ倶楽部＞

＜今後＞ ６月２７日　納会＆岡山後楽園ＲＣとの親睦夜間例会＜ｵｰｸﾗﾎﾃﾙ丸亀＞

１１月　８日　客話【損保保険ジャパン日本興亜（株）岩村様、高田様】

≪５月末までの出席率≫　９１．３２ ％

７月２６日　会員卓話『入江建築設計事務所』（入江委員長）

９月１３日　会員卓話『クラブ研修リーダー』（木村委員長）

２月２１日　会員卓話『クラブ運営の柔軟性』（木村委員長）

☆ロータリー情報勉強会５回　（第１回；８/２５→１２名）（第２回；１０/２０→１０名）

　　　　　　（第３回：１２/１５→８名）（第４回：３/１５→１０名）（第５回：５/１６→７名）

※８月９日　丸亀少女の家　盆踊り大会に参加

※１０月１９日　丸亀少女の家　運動会に参加

※未来への手紙事業 平成２５年分発送　（７月）・・５５４名

平成２８年分実施　・・・６校（４１７名）

８月３０日　会員卓話『丸亀市の地価と人口について』（前山委員長）

◎２月１１日(土)第３５回ロータリークラブ杯争奪ミニバス大会に共催（３万）

４月２３日(日)　第４回丸亀東ＲＣ少年剣道大会＜サンビレッジ土器川＞

１０月２日(日)カマタマーレ讃岐ｖｓ松本山雅ＦＣサッカー観戦

　☆ポール・ハリス・フェロー受賞　⇒　伊賀幹事、片岡さん

※年次寄付　一人３５ドル　＋　ポリオ・プラス　一人１０ドル

　　　≪一人当たりの年寄付額⇒１７０ドル≫

５月２３日　職場例会〔(株)ＳＫＫ；くるしま１０号見学会〕

１０月１１日　客話【米山奨学生：徐武さん】

　☆米山功労寄付（10万円）　⇒　小宮山会長、伊賀幹事、納田委員長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山佳弘さん、山下峰彦さん、枝園さん

　☆米山功労メジャードナー（１００万円）　⇒　秋山佳弘さん

※年次寄付　一人／６，０００円

　　　≪一人当たりの年寄付額⇒２３，５００円≫

●４月より米山奨学生【呉若蘭さん】の世話クラブにカウンセラーは岡さん

５月９日　客話【米山奨学生：呉若蘭さん】

　四つのテスト 　　　１．真実かどうか

言行はこれにてらしてから 　　　２．みんなに公平か
オークラホテル丸亀　TEL23-2222
〒763-0011丸亀市富士見町3-3-50

　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

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

MARUGAME　EAST　ROTARY　CLUB 例会場

　☆ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰ受賞　⇒　小宮山会長、山下委員長、田中副委員長

国際奉仕；森

青少年奉仕；前山

ロータリー財団；山下峰

米山奨学会；納田

親睦活動；山下孝

プログラム；稲毛

出　席；入江

ロータリー情報；木村



【本日のニコニコ】 　

♣　 役員委員長年度報告を無事終えて ：小宮山　滋 会長

♣　 〃 ：名倉　良成 副会長

♣　 〃 ：伊賀　重夫 幹事

♣　 〃 ：塩野　拓二 副幹事

♣　 〃 ：神原　太一 会計

♣　 〃 ： 岡　　千枝 直前会長

♣　 〃 ： 原　　将嘉 Ｓ・Ａ・Ａ

♣　 〃 ：久保田剛司 さん

♣　 〃 ：氏家　正俊 さん

♣　 〃 ：辰巳　正兼 さん

♣　 〃 ：片岡　浩昌 さん

♣　 〃 ： 森　　英司 さん

♣　 〃 ：稲毛　謙二 さん

♣　 〃 ：山下　孝志 さん

♣　 　 〃 出　席 ：入江　英樹 さん

♣　 　 〃 ロータリー情報 ：木村　義正 さん

♣　 　 〃 青少年奉仕 ：前山　佳裕 さん

♣　 　 〃 ロータリー財団 ：山下　峰彦 さん

♣　 　 〃 米山奨学会 ：納田美由紀 さん

♣　 ：西紋　孝一 さん＜Ｂｉｇ＞

【来訪ロータリアン】（２名）

■　 香川　　聡 氏　（　坂出東　ＲＣ　）　＊地区大会実行委員長

■　 岡田　俊一 氏　（　坂出東　ＲＣ　）　＊地区大会実行副委員長

【メークアップ】（なし）

【出席報告】 第２０３６回例会

会員総数 出席免除会員 出席計算会員 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％

第２０３４回例会 　

会員総数 出席免除会員 出席計算会員 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％

【本日のプログラム】※６月２０日(火)例会変更※
６月１８日(日)

　【みなと公園自由広場北側集合　午前８時】

【次週のプログラム】
６月２７日(火)

　【オークラホテル丸亀12Fエメラルド　午後７時～】

　ロータリーの目的
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

タリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３
第４

　四つのテスト 　　　１．真実かどうか
言行はこれにてらしてから 　　　２．みんなに公平か

オークラホテル丸亀　TEL23-2222
〒763-0011丸亀市富士見町3-3-50

　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

６月１１日 次男が京都 豊岡神社で結婚式を挙げることができて

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

MARUGAME　EAST　ROTARY　CLUB 例会場

　{５月３０日(火)分}

納会＆岡山後楽園ＲＣとの親睦夜間例会

第２５回リフレッシュ瀬戸内（港湾清掃）に参加

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

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。
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。

　{６月１３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）職業奉仕

（理事）社会奉仕

（理事）国際奉仕

（理事）プログラム

（理事）親睦活動



【２０１６－２０１７年度プログラム一覧】

月
7月5日 役員委員長就任挨拶
7月12日
7月19日
7月26日 会員卓話　『入江建築設計事務所』
8月2日
8月9日 会員卓話　『ロータリークラブとは』ＤＶＤ放映
8月16日 休  会 　
8月23日 客話＜香川県計量検定所　副主幹・大山彰廣様＞
8月30日 会員卓話　『丸亀市の地価と人口について』

9月6日 客話＜丸亀市役所秘書広報課：吹田健児様＞
9月13日 会員卓話『クラブ研修リーダー』
9月16日
9月27日 会計報告 　

　 　 　
10月2日
10月11日 客話＜米山奨学生　徐武様（中国）；世話クラブ・坂出東RC＞
10月18日 職場例会【丸亀警察署】
10月25日 坂本ガバナー補佐訪問・クラブ協議会

11月1日
11月8日
11月15日 前田直俊ガバナー公式訪問
11月22日 会員卓話『コンビニ』
11月29日 会員卓話『馬場馬術』

　  
12月5日
12月13日 年次総会
12月20日 クリスマス家族会【オークラホテル丸亀１２Ｆエメラルド】
12月27日 休  会
1月3日 休  会
1月10日 役員委員長半期報告
1月12日
1月24日 客話＜かがわ自主ぼう連絡会　会長・岩崎正朔様＞
1月31日 会員卓話『ダイエット』

　
2月7日 第2回丸亀東ＲＣ親睦ボーリング大会【丸亀スターボウル】
2月14日 ＰＥＴＳ・ＤＴＴＳ報告　【PETS・DTTS；２月１２日(日)高知県】
2月21日 会員卓話『クラブ運営の柔軟性』
2月28日 ＲＩ創立記念夜間例会【一鶴 土器川店】

3月7日
3月14日 坂本ガバナー補佐挨拶・会計報告
3月21日 会員卓話『かかりつけ薬剤師』を！
3月28日 客話＜三菱電機住環境システムズ㈱高濱様、天雲様＞

4月5日 ８ＲＣ合同花見夜間例会（善通寺ＲＣ主催）【中津万象園】
4月11日

　☆４月８日(土)台北東南扶輪社４０周年記念式典に参加
4月16日
4月23日 第４回丸亀東ＲＣ杯少年剣道大会〔サンビレッジ土器川〕

　★４月２５日(火)2017-18炉辺会合
　 　

5月3日 丸亀お城まつりに参加〔丸亀城うるし林〕
5月9日 客話＜米山奨学生　呉 若蘭 様＞
5月16日 客話＜さぬき青年会議所　理事長・山内一輝様＞
5月23日 職場例会【(株)ＳＫＫ『くるしま１０号見学会』】
5月30日 新旧委員会引継ぎ例会

＊5/28.岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ【後楽ゴルフ倶楽部】
　 　 　

6月4日
6月13日 役員委員長年度報告
6月18日
6月27日

　　

善通寺RC・観音寺東RC・坂出東RC・琴平RCとの５ＲＣ合同観月会【護国神社】

会長・幹事
役員・理事・委員長

担当委員会

会長・幹事、青少年奉仕；前山

会長・幹事

原Ｓ・Ａ・Ａ
山下峰彦会員
会長・次期会長

会員増強・維持委員会；久保田

会員増強・維持委員会；久保田

会　長
青少年奉仕委員会；前山

青少年奉仕委員会；前山

クラブ広報委員会；氏家

クラブ広報委員会；氏家

ロータリー情報委員会；木村

ロータリー情報委員会；木村

神原太一会計

坂本Ｇ補佐・神原会計

ロータリー財団委員会；山下峰
米山奨学委員会；納田
職業奉仕委員会；辰巳

職業奉仕委員会；辰巳

会長・幹事

役員・理事・委員長
平川恵一会員

国際奉仕委員会；森
出席委員会；入江

会長・幹事

親睦活動委員会；山下孝

親睦活動委員会；山下孝

親睦活動委員会；山下孝

会長・幹事
プログラム委員会；稲毛

会長・幹事

親睦活動委員会；山下孝

親睦活動委員会；山下孝

社会奉仕委員会；片岡

社会奉仕委員会；片岡

社会奉仕委員会；片岡

国際奉仕委員会；森

役員・理事・委員長

会長・副会長
会長・幹事

米山奨学委員会；納田

母子の健康月間

青少年奉仕月間

ロータリー親睦活動月間

プログラム

短期交換学生歓迎会[７月１６日(土)～７月１９日(火)受入]
客話 ＜香川県予防医学協会並びに西高松脳外科内科顧問　森田純二様＞

新入会員歓迎会・暑気払い例会【オークラホテル・ビアガーデン】

基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間

会員増強・新クラブ結成推進月間

経済と地域社会の発展月間・米山月間

カマタマーレ讃岐ｖｓ松本山雅FC　試合観戦　【Pikaraスタジアム】

香川分区合同ＩＭに参加（ホストＲＣ：観音寺東ＲＣ）【ハイスタッフホール】

港湾清掃に参加【みなと公園自由広場北側集合】
納会＆岡山後楽園RCとの親睦夜間例会【オークラホテル丸亀12F】

平和と紛争予防／紛争解決月間
地区研修・協議会報告【３月５日（日）ザクラウンパレス新阪急高知】

水と衛生月間

台北東南扶輪社４０周年記念式典に参加報告＆剣道大会準備例会

地区大会に参加【４月１５日・１６日ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ、JRﾎﾃﾙｸﾚﾒﾝﾄ】

職業奉仕月間

疾病予防と治療月間

台北東南扶輪社歓迎晩餐会【オークラホテル丸亀2F孔雀の間】

丸亀ＲＣとの合同新年例会【山北八幡神社→中津万象園“懐風亭”】

創立４２周年記念夜間例会【オークラホテル丸亀12Fエメラルド】
客話＜損保保険ジャパン日本興亜（株）岩村孝志様、高田智史様＞

＊11/3.香川県ＲＣ親睦ゴルフ大会【高松グランドカントリークラブ】
＊11/23.岡山後楽園ＲＣとの親睦ゴルフ【エリエールゴルフクラブ】

ロータリー財団月間

佐藤昌延新会員
岡直前会長

名倉良成副会長

会長・幹事

地区研修・協議会出席者
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