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＜前回の記録

第 2507 回

        

 

司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

出 席 報 告

 

ニ コＢＯ Ｘ

・今日は特別総会、規約・細則討決議会ですので、

皆さん宜しくお願いします。

・田代君、先般の

とうございました。

・新湊 RC・伊勢崎中央

に行ってきました。楽しく親睦を深めて参りま

した。              

・特別総会、規約・細則討決議会、宜しくお願い

します。 

 林 健吉・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

 岩尾 誠・國田大雄・水上成樹・村井義孝

 西川 昇・西村

 和田詠伸・和田英人・山下友幸・奥村芳弘

  

幹 事 報 告

会員数 

39 名(免除 1

＜本日のプログラム＞

第 2508 回

     

     

                 

例会日：毎週木曜日 12

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野

TEL(0575)67ー

-mail:rc-8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長

年度国際ロータリーテーマ

            

 平成 22 年

      I.M.報告

記録＞  

回 平成 29 年

  特別総会  

行 廣瀬泰輔

鐘 小笠原正道

グ それでこそロータリー

告 酒井智義担当責任者

Ｘ 西村 肇担当責任者

今日は特別総会、規約・細則討決議会ですので、

皆さん宜しくお願いします。

・田代君、先般の IDM 大変お世話になり、ありが

とうございました。       

・伊勢崎中央

に行ってきました。楽しく親睦を深めて参りま

              

・特別総会、規約・細則討決議会、宜しくお願い

 

健吉・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

誠・國田大雄・水上成樹・村井義孝

昇・西村 肇・酒井智義・坂本

和田詠伸・和田英人・山下友幸・奥村芳弘

告 村土時男

 出席 

1 名) 34 名 

＜本日のプログラム＞

回 平成 29 年

    次期活動計画校正

       

 

 

            

12 時 30 分           

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野 67(

ー0314  FAX(0575)67

8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長：ジョン

年度国際ロータリーテーマ：ROTARY SERVING HUMAN

             

年 9 月 9 日 

報告 

年 5 月 25 日

  規約・細則討決議会

廣瀬泰輔副 SAA 

小笠原正道会長 

それでこそロータリー

酒井智義担当責任者

肇担当責任者

今日は特別総会、規約・細則討決議会ですので、

皆さん宜しくお願いします。   

大変お世話になり、ありが

       

・伊勢崎中央 RC との合同ゴルフコンペ

に行ってきました。楽しく親睦を深めて参りま

              

・特別総会、規約・細則討決議会、宜しくお願い

健吉・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

誠・國田大雄・水上成樹・村井義孝

肇・酒井智義・坂本

和田詠伸・和田英人・山下友幸・奥村芳弘

村土時男幹事 

 補正 合計

 4 名 38

＜本日のプログラム＞  

年 6月 1日 

次期活動計画校正   
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67(八幡建設２

FAX(0575)67－0005 

8man@abeam.ocn.ne.jp       

URL:http://gujohachiman-rc.com/       

ジョン F.ジャーム

ROTARY SERVING HUMAN

 第 2 木曜日

日 木曜日  

細則討決議会 

それでこそロータリー 

酒井智義担当責任者 

肇担当責任者 

今日は特別総会、規約・細則討決議会ですので、

   小笠原正道

大変お世話になり、ありが

       大畑於左武

との合同ゴルフコンペ

に行ってきました。楽しく親睦を深めて参りま

              三原慎也

・特別総会、規約・細則討決議会、宜しくお願い

健吉・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜 

誠・國田大雄・水上成樹・村井義孝 

肇・酒井智義・坂本 仁 

和田詠伸・和田英人・山下友幸・奥村芳弘 

合計 会長支持率

38 名 100％

 第 1 木曜日 
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東海北陸道グループ

             

八幡建設２F)     

0005     

        

       

ジャーム (CHATTANOOGA

ROTARY SERVING HUMANITY

木曜日 

 

今日は特別総会、規約・細則討決議会ですので、

小笠原正道 

大変お世話になり、ありが

大畑於左武 

との合同ゴルフコンペ

に行ってきました。楽しく親睦を深めて参りま

三原慎也 

・特別総会、規約・細則討決議会、宜しくお願い

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、

レートについて…

・ガバナー事務所より訃報のお知らせ

 当地区パストガバナーの福井隆男様

が

・関

拝受

・郡上長良川

ついて

・各務原かかみの・美濃・各務原

更の案内

・郡上長良川・桑名北

・土浦南

会」への寄付のお礼状拝受

・地区財団委員会より、「学友だより第

受

・郡上市環境団より、平成

代・役員の選出依頼

・郡上市役所建設部都市住宅課より、

央公園除草作業の協力依頼

・郡上漁協より、「第

業」実施報告と参加のお礼状拝受

 

委 員会報

・和田英人社会奉仕

 郡上漁協主催による「長良川源流の森育成事業」

実施報告と郡上八幡中央公園除草作業への協力

のお願い…

 

Ｉ ＤＭ報

 テーマは青少年奉仕・国際奉仕でした。ポリオ

会長支持率 

％ 

＜次回の予定＞

第 

REPORT      

第 2630 地区

グループ 

   会    長   

   副 会 長    

     幹    事   

 広報委員長

       会報担当者

CHATTANOOGA ロータリークラブ

TY (人類に奉仕するロータリー

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、

レートについて…

・ガバナー事務所より訃報のお知らせ

当地区パストガバナーの福井隆男様

が 5月 23 日 87

・関 RC より、創立

拝受 

・郡上長良川 RC

ついて 

・各務原かかみの・美濃・各務原

更の案内 

・郡上長良川・桑名北

・土浦南 RC会員稲本修一様より、「孫の命を救う

会」への寄付のお礼状拝受

・地区財団委員会より、「学友だより第

受 

・郡上市環境団より、平成

代・役員の選出依頼

・郡上市役所建設部都市住宅課より、

央公園除草作業の協力依頼

・郡上漁協より、「第

業」実施報告と参加のお礼状拝受

委 員会報 告 

・和田英人社会奉仕

郡上漁協主催による「長良川源流の森育成事業」

実施報告と郡上八幡中央公園除草作業への協力

のお願い…6/4(

Ｉ ＤＭ報 告 

テーマは青少年奉仕・国際奉仕でした。ポリオ

＜次回の予定＞

第 2509 回 平成

     

           

      

 
地区  

   ： 小笠原正道

    : 林 健吉

   ： 村土時男

広報委員長  ： 小板慶一

会報担当者  ： 竹内巧治・前田伊三夫

ロータリークラブ

人類に奉仕するロータリー

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、

レートについて…1ドル＝

・ガバナー事務所より訃報のお知らせ

当地区パストガバナーの福井隆男様

87 歳にてご逝去されました。

より、創立 50 周年記念式典出席のお礼状

RC より、今年度会長・幹事慰労会に

・各務原かかみの・美濃・各務原

・郡上長良川・桑名北 RC より、週報拝受

会員稲本修一様より、「孫の命を救う

会」への寄付のお礼状拝受

・地区財団委員会より、「学友だより第

・郡上市環境団より、平成 29

代・役員の選出依頼 

・郡上市役所建設部都市住宅課より、

央公園除草作業の協力依頼

・郡上漁協より、「第 8回長良川源流の森育成事

業」実施報告と参加のお礼状拝受

 

・和田英人社会奉仕委員長 

郡上漁協主催による「長良川源流の森育成事業」

実施報告と郡上八幡中央公園除草作業への協力

6/4(日)8 時より

 田代東次郎会員

テーマは青少年奉仕・国際奉仕でした。ポリオ

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 6 月

     会員卓話  

           

       

小笠原正道 

健吉 

村土時男 

小板慶一 

竹内巧治・前田伊三夫

ロータリークラブ) 

人類に奉仕するロータリー) 

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、6月のﾛｰﾀﾘｰ

ドル＝110 円 

・ガバナー事務所より訃報のお知らせ 

当地区パストガバナーの福井隆男様(鈴鹿西

歳にてご逝去されました。

周年記念式典出席のお礼状

より、今年度会長・幹事慰労会に

・各務原かかみの・美濃・各務原 RC より、例会変

より、週報拝受

会員稲本修一様より、「孫の命を救う

会」への寄付のお礼状拝受 

・地区財団委員会より、「学友だより第

29 年度郡上市環境団総

・郡上市役所建設部都市住宅課より、郡上八幡中

央公園除草作業の協力依頼 

回長良川源流の森育成事

業」実施報告と参加のお礼状拝受 

 

郡上漁協主催による「長良川源流の森育成事業」

実施報告と郡上八幡中央公園除草作業への協力

時より 1時間程度

田代東次郎会員 

テーマは青少年奉仕・国際奉仕でした。ポリオ

月 8日 第 2

  和田英人会員

           國田大雄会員

竹内巧治・前田伊三夫 

月のﾛｰﾀﾘｰ

 

鈴鹿西RC)

歳にてご逝去されました。 

周年記念式典出席のお礼状

より、今年度会長・幹事慰労会に

より、例会変

より、週報拝受 

会員稲本修一様より、「孫の命を救う

・地区財団委員会より、「学友だより第 6号」拝

年度郡上市環境団総

郡上八幡中

回長良川源流の森育成事

郡上漁協主催による「長良川源流の森育成事業」

実施報告と郡上八幡中央公園除草作業への協力

時間程度 

テーマは青少年奉仕・国際奉仕でした。ポリオ

2 木曜日 

和田英人会員 

國田大雄会員 



撲滅の重要性についてと、青少年のスポーツ大会

に当クラブが支援している重要性について、国際

奉仕に対する考え方などについて話がありました。

 

会 長の時 間

 先日は、新湊

フコンペにご参加の皆さん、遠いところ

苦労様でした。

 先週の例会後、臨時理事会を開催し、当クラブ

50 周年実行委員長は羽田野さんですが、副委員長

として、渡邉剛さん、森下光さん、村井義孝さん

にお願いすることとなりました。また、記念誌担

当委員長は澤崎茂さん、副委員長は和田詠伸さん

にお願いすることになりました。

 21 日の日曜日には、関

幹事と羽田野会員と共に出席して参りました。関

市文化会館にて、ジャーナリスト櫻井よし子さん

の講演のあと、記念式典があり、会場を関観光ホ

テルに移して

行きましたが、車ではなく鉄道もたまには良いな

と思いました。記念式典に入る前に、オープニン

グアトラクションとして、中部学院大学吹奏楽部

の演奏がありました。郡上長良川クラブは再来年

度の 40 周年の記念事業として、今年

リングの吉田沙保里さんのトークショーをされる

そうです。当クラブも今

ければと思いますので、

 

特 別 総 会

・岩尾 誠会員

て参りました。来期の計画書に載せるということ

で、クラブ総会の議決がいりますので、よろしく

お願いします。理事会ではすでに承認をして頂き

ました。 

 本日は、プロジェクターにてご覧頂きたいと思

います。全部説明しますと大変ですので、変更し

た部分をチョイスしていきたいと思います。

 まず、「ロータリークラブ定款

と変更になった部分を赤字にしてあります。これ

は国際ロータリーで決まったことですので、クラ

ブで変えることは出来ません。ここで大きく変わ

ったのは、 

・例会頻度と出席に関する規定をクラブ細則で定

めることができる。

・出席免除規定の緩和。

・会員身分をクラブ独自で決定できる。

撲滅の重要性についてと、青少年のスポーツ大会

に当クラブが支援している重要性について、国際

奉仕に対する考え方などについて話がありました。

間 小笠原正道会長

先日は、新湊 RC・伊勢崎中央

フコンペにご参加の皆さん、遠いところ

苦労様でした。 

先週の例会後、臨時理事会を開催し、当クラブ

周年実行委員長は羽田野さんですが、副委員長

として、渡邉剛さん、森下光さん、村井義孝さん

にお願いすることとなりました。また、記念誌担

当委員長は澤崎茂さん、副委員長は和田詠伸さん

にお願いすることになりました。

日の日曜日には、関

幹事と羽田野会員と共に出席して参りました。関

市文化会館にて、ジャーナリスト櫻井よし子さん

の講演のあと、記念式典があり、会場を関観光ホ

移して宴会がありました。長良川鉄道にて

行きましたが、車ではなく鉄道もたまには良いな

と思いました。記念式典に入る前に、オープニン

グアトラクションとして、中部学院大学吹奏楽部

の演奏がありました。郡上長良川クラブは再来年

周年の記念事業として、今年

リングの吉田沙保里さんのトークショーをされる

そうです。当クラブも今

ければと思いますので、

会 規約・細則討決議会

誠会員 

て参りました。来期の計画書に載せるということ

で、クラブ総会の議決がいりますので、よろしく

お願いします。理事会ではすでに承認をして頂き

本日は、プロジェクターにてご覧頂きたいと思

います。全部説明しますと大変ですので、変更し

た部分をチョイスしていきたいと思います。

「ロータリークラブ定款

と変更になった部分を赤字にしてあります。これ

は国際ロータリーで決まったことですので、クラ

ブで変えることは出来ません。ここで大きく変わ

 

・例会頻度と出席に関する規定をクラブ細則で定

めることができる。(ただし、

・出席免除規定の緩和。

・会員身分をクラブ独自で決定できる。

撲滅の重要性についてと、青少年のスポーツ大会

に当クラブが支援している重要性について、国際

奉仕に対する考え方などについて話がありました。

小笠原正道会長 

・伊勢崎中央 RC との交流ゴル

フコンペにご参加の皆さん、遠いところ

先週の例会後、臨時理事会を開催し、当クラブ

周年実行委員長は羽田野さんですが、副委員長

として、渡邉剛さん、森下光さん、村井義孝さん

にお願いすることとなりました。また、記念誌担

当委員長は澤崎茂さん、副委員長は和田詠伸さん

にお願いすることになりました。 

日の日曜日には、関 RC の創立

幹事と羽田野会員と共に出席して参りました。関

市文化会館にて、ジャーナリスト櫻井よし子さん

の講演のあと、記念式典があり、会場を関観光ホ

宴会がありました。長良川鉄道にて

行きましたが、車ではなく鉄道もたまには良いな

と思いました。記念式典に入る前に、オープニン

グアトラクションとして、中部学院大学吹奏楽部

の演奏がありました。郡上長良川クラブは再来年

周年の記念事業として、今年

リングの吉田沙保里さんのトークショーをされる

そうです。当クラブも今後いろいろ考えていかな

ければと思いますので、ご協力をお願い致します。

規約・細則討決議会

 2016 年国際ロータ

リーの規定審議会によ

り、定款・細則が大幅

に変更されました。こ

れにより、各クラブの

細則の見直しをするよ

うにとのことで、当ク

ラブも 1

て参りました。来期の計画書に載せるということ

で、クラブ総会の議決がいりますので、よろしく

お願いします。理事会ではすでに承認をして頂き

本日は、プロジェクターにてご覧頂きたいと思

います。全部説明しますと大変ですので、変更し

た部分をチョイスしていきたいと思います。

「ロータリークラブ定款」ですが、以前

と変更になった部分を赤字にしてあります。これ

は国際ロータリーで決まったことですので、クラ

ブで変えることは出来ません。ここで大きく変わ

・例会頻度と出席に関する規定をクラブ細則で定

ただし、1ヶ月に最低

・出席免除規定の緩和。 

・会員身分をクラブ独自で決定できる。

撲滅の重要性についてと、青少年のスポーツ大会

に当クラブが支援している重要性について、国際

奉仕に対する考え方などについて話がありました。

との交流ゴル

フコンペにご参加の皆さん、遠いところ、誠にご

先週の例会後、臨時理事会を開催し、当クラブ
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として、渡邉剛さん、森下光さん、村井義孝さん

にお願いすることとなりました。また、記念誌担
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で、クラブ総会の議決がいりますので、よろしく

お願いします。理事会ではすでに承認をして頂き
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