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＜前回の記録

第 2516 回

   総会(平成

          

司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

出 席 報 告

 

ニ コＢＯ Ｘ

・7月 20 日ガバナー公式訪問にご参加の皆様、ご

苦労様でした。

・会計報告、お願いします。

・8月よりいっそう社会奉仕、職業奉仕に努めた

いと思います。

・総会、よろしくお願い致します。西川会長、

年よろしくお願い致します。

 平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・岩尾

 國田大雄・松森

 小笠原正道・奥村芳弘・酒井智義・坂本

 竹内巧治・田代東次郎

 

幹 事 報 告

・RI 財務部より、

金依頼 

・RI 日本事務局経理室より、

会員数 

39 名(免除 1
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 平成 22 年

      I.M.報告

記録＞  

回 平成 29 年

平成 28 年度事業報告

           

行 西村 肇

鐘 西川 昇会長

グ 郡上八幡ロータリーの歌

告 畑中伸夫担当責任者

Ｘ 廣瀬泰輔

日ガバナー公式訪問にご参加の皆様、ご

苦労様でした。          

・会計報告、お願いします。

月よりいっそう社会奉仕、職業奉仕に努めた

いと思います。          

・総会、よろしくお願い致します。西川会長、

年よろしくお願い致します。

平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・岩尾

國田大雄・松森 薫・村井義孝・村土時男
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竹内巧治・田代東次郎

告 岩尾 誠

財務部より、2017 年度上半期人頭分担金の送

日本事務局経理室より、
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報告 
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年度事業報告・会計報告
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・総会、よろしくお願い致します。西川会長、
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35 名 92.1％
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MAKING A DIFFERENCE
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日ガバナー公式訪問にご参加の皆様、ご

昇 

光 

月よりいっそう社会奉仕、職業奉仕に努めた

大前正行 

1

 

年度上半期人頭分担金の送

月のロータリーレ

ートの案内・・・

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第

大会」の案内

・ガバナー補佐より、訃報のお知らせ

 各務原かかみの

れました。

・ぎふ犯罪被害者支援センターより、会費納入の

依頼と講演会の案内

・中部経済新聞社より、購読のお願い

・地区大会義務出席者発表、出欠回答のお願い

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

＜拝受＞

・桑名北

・郡上市教育委員会社会教育課より、「平成

度郡上市青少年育成市民会議総会」の冊子・発

表資料

・郡上市サッカー協会より、郡上八幡

ッカー大会協賛のお礼状

出席率 

％ 

＜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

Sandringham ロータリークラブ

MAKING A DIFFERENCE (ロータリー

ートの案内・・・

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第

大会」の案内

・ガバナー補佐より、訃報のお知らせ

各務原かかみの

れました。 

・ぎふ犯罪被害者支援センターより、会費納入の

依頼と講演会の案内

・中部経済新聞社より、購読のお願い

・地区大会義務出席者発表、出欠回答のお願い

  会長：西川

  会長エレクト：林

  副会長：村土時男

  会計：和田詠伸

  幹事：岩尾

  副幹事：和田英人

  情報担当責任者：河合

  広報委員長：森下

  会員増強委員長：渡邉

  職業奉仕委員長：竹内巧治

  社会奉仕委員長：野田三津雄

  青少年奉仕委員長：酒井智義

  ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長：水上成樹

  新会員(入会

            

＜拝受＞ 

桑名北 RC より、活動計画書

・郡上市教育委員会社会教育課より、「平成

度郡上市青少年育成市民会議総会」の冊子・発

表資料 

・郡上市サッカー協会より、郡上八幡

ッカー大会協賛のお礼状

＜次回の予定＞

第 2518 回 平成

    物故者法要

    法音寺郡上八幡支院

      

 
地区  

   ： 西川 昇

    : 村土時男

   ： 岩尾 

広報委員長  ： 森下 

会報担当者  ： 國田大雄

ロータリークラブ

ロータリー：変化をもたらす

ートの案内・・・1ドル＝

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第

大会」の案内 

・ガバナー補佐より、訃報のお知らせ

各務原かかみの RC 会員上田良雄様がご逝去さ

 

・ぎふ犯罪被害者支援センターより、会費納入の

依頼と講演会の案内 

・中部経済新聞社より、購読のお願い

・地区大会義務出席者発表、出欠回答のお願い

会長：西川 昇 

会長エレクト：林 健吉

副会長：村土時男 

会計：和田詠伸 

幹事：岩尾 誠 

副幹事：和田英人 

情報担当責任者：河合 

広報委員長：森下 光 

会員増強委員長：渡邉 

職業奉仕委員長：竹内巧治

社会奉仕委員長：野田三津雄

青少年奉仕委員長：酒井智義

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長：水上成樹

入会 3年内)：廣瀬泰輔・山下友幸

            松良

より、活動計画書

・郡上市教育委員会社会教育課より、「平成

度郡上市青少年育成市民会議総会」の冊子・発

・郡上市サッカー協会より、郡上八幡

ッカー大会協賛のお礼状 

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 8 月

物故者法要 

法音寺郡上八幡支院

       

昇 

村土時男 

 誠 

 光 

國田大雄・前田伊三夫

ロータリークラブ・オーストラリア

：変化をもたらす

ドル＝111 円 

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第 16 回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁

・ガバナー補佐より、訃報のお知らせ 

会員上田良雄様がご逝去さ

・ぎふ犯罪被害者支援センターより、会費納入の

・中部経済新聞社より、購読のお願い 

・地区大会義務出席者発表、出欠回答のお願い

健吉 

 修 

 

 剛 

職業奉仕委員長：竹内巧治 

社会奉仕委員長：野田三津雄 

青少年奉仕委員長：酒井智義 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長：水上成樹 

：廣瀬泰輔・山下友幸

松良 努・奥村芳弘

より、活動計画書 

・郡上市教育委員会社会教育課より、「平成

度郡上市青少年育成市民会議総会」の冊子・発

・郡上市サッカー協会より、郡上八幡 RC

 

月 10 日 第

 

法音寺郡上八幡支院 渡辺

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

回ﾛｰﾀﾘｰ全国囲碁

 

会員上田良雄様がご逝去さ

・ぎふ犯罪被害者支援センターより、会費納入の

 

・地区大会義務出席者発表、出欠回答のお願い 

：廣瀬泰輔・山下友幸 

努・奥村芳弘 

・郡上市教育委員会社会教育課より、「平成 29 年

度郡上市青少年育成市民会議総会」の冊子・発

RC 杯ミニサ

第 2 木曜日 

渡辺義彰様  



委 員会報 告 

・酒井智義青少年奉仕委員長  

 野外行事の出欠表を回しますのでお願いします。 

・河合 修情報担当責任者 

 今晩予定通り IDM を開催します。ビジター希望

者はお知らせ下さい。 

 

会 長の時 間 西川 昇会長 

7 月 20 日の郡上長良川ﾛｰ

ﾀﾘｰｸﾗﾌﾞとの合同ガバナ

ー公式訪問に参加の皆様

には大変ご苦労様でした。

また、SAA をはじめとした

会員の皆様のご協力を賜

りながら、滞りなく終える事が出来ました。深く

感謝申し上げます。今後ともいろいろな行事に対

しましてもご協力の程よろしくお願い致します。

さて、7月 12 日に、郡上市環境団の総会に出席し

て参りました。郡上市の 14 団体 34 名のメンバー

で構成され、郡上長良川ロータリー、郡上八幡ラ

イオンズも入っています。そんな中で、前年度の

各団体の環境に関する活動報告の発表があり、郡

上長良川ロータリーは、3回の活動を報告してみ

えました。白鳥町大中山村公園の草刈、白鳥町桜

パークの草刈、道の駅の白鳥河川の清掃です。我

クラブも清掃活動を行なった時は、市へ報告し、

活動を PR していかなければと思いました。その際、

市の方から、特定外来生物駆除ということで、オ

オキンケイギクの駆除の依頼がありましたのでご

紹介致します。その他の報告として、7月 9日に、

郡上八幡ロータリークラブ杯郡上ミニサッカー大

会が開催され、開会式には酒井青少年奉仕委員長

に行って頂きました。一番大事なことは、子供た

ちが、日頃の練習の成果を出して最後までやり遂

げられたか、また、協調のできる活動が出来たか

ということだと思います。今後共支援を続けて行

きたいと思います。 

 

総会(平成 28 年度事業報告・会計報告) 

・平成 28 年度事業報告 小笠原正道直前会長 

 

皆さんのお手元に配布し

てあります「クラブ活動

報告書」をご覧頂きなが

ら前年度事業報告をさせ

て頂きます。 

 

 

「平成 28 年度会務報告」 

1.期首会員数：38 名 

 期末会員数：39 名 

2．チャーターメンバー：28 名(現在 1名在籍) 

3．新会員：1名(奥村芳弘君 4/6 入会) 

4．退会者：0名 

5．1 年間の平均出席率：98.06％ 

6．ニコ BOX 年間集計額：1,373,035 円 

7．ﾛｰﾀﾘｰ財団送金額：411,000 円(4,020 ドル) 

8. P.H.F 達成者：岩出明喜会員 

渡邉 剛会員(マルチプル 1) 

9．米山奨学会寄付額：普通寄付 121,600 円 

10．地区大会受賞記録(ガバナー表彰) 

30 年以上 100％出席正会員表彰：澤崎 茂 

大畑於左武・羽田野優男・大前正行・小板慶一 

90 才以上の正会員表彰：大畑於左武 

11．交換バナー：なし 

12．義援金送金：なし 

「主な行事・活動」を読み上げます。(記載は省略) 

「理事会記録」「例会記録」「委員会活動報告」

は各自ご覧下さい。 

・平成 28 年度会計報告 森下 光直前会計 

クラブ活動報告書に平成 28

年度収支決算報告書が載っ

ています。読み上げて会計

報告とさせて頂きます。 

(内容については記載省略) 

 

・平成 28 年度会計監査報告 田代東次郎会員 

7 月 13 日の例会後、会計監

査をさせて頂きました。帳

簿・預金通帳・証書とも、

適正に処理、記帳されてい

ることを認めましたのでご

報告させて頂きます。 

 

2017－2018 年度地区大会 

☆開催場所：伊賀市文化会館 

☆第 1日目 10 月 14 日(土) 

 11：00 受付・登録開始 

 11：30 大会特別委員会 

 13：00 開会・点鐘 

     本会議 

 15：00 基調講演 

     講師：2018 年 RI 研修リーダー第 2ゾーン 

         高野 孫左ヱ門氏 

 17：30 閉会・点鐘 

 18：30 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

☆第 2日目 10 月 15 日(日) 

  9：00 受付・登録開始 

  9：30 開会・点鐘 

     式典・本会議 

 11：10 記念講演 講師：俳人 黛まどか氏 

          テーマ：世界の中の俳句 

 12：40 閉会・点鐘 

 13：20 大昼食会(会場：ヒルホテルサンピア伊賀) 

 14：45 閉会 

 アトラクション(大昼食会会場) 

 13：00～13：20 伊賀忍者特殊軍団 阿修羅 

            忍者ショー 


