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2017 年度国際ロータリーテーマ

            

第 2157 回 

       

  

 

 

 

＜前回の記録

第 2523 回

 長期計画全体会議

        

 

司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

出 席 報 告

 

ニ コＢＯ Ｘ

・長期計画全体会議、よろしくお願いします。

・羽田野さん、よろしくお願いします。

・会員誕生日と結婚記念日のお祝をありがとう。

・敬老の日を迎え、各方面より色々と気を使って

頂き只々感謝、有難うございました。

・長期計画全体会議、和田委員長と羽田野

実行委員長、よろしくお願いします。

 遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

 平岩憲政・河合

 松本英樹・松森

 森下 光・村井義孝・村土時男・西村

会員数 

39 名(免除 1

＜本日のプログラム＞

第 2524 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

長期計画全体会議 和田英人長期計画委員長

        羽田野優男

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 松森 薫クラブ奉仕委員

長期計画全体会議、よろしくお願いします。

・羽田野さん、よろしくお願いします。

・会員誕生日と結婚記念日のお祝をありがとう。

・敬老の日を迎え、各方面より色々と気を使って

感謝、有難うございました。

・長期計画全体会議、和田委員長と羽田野

実行委員長、よろしくお願いします。

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

平岩憲政・河合 修・小板慶一・前田伊三夫

松本英樹・松森 薫・松良

光・村井義孝・村土時男・西村

 出席 

1 名) 34 名 

＜本日のプログラム＞

回 平成 29 年

   会員卓話 

    坂本 仁会員・遠藤主税会員

 

 

            

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：イアン・ライズリー

年度国際ロータリーテーマ：ROTARY

             

年 9 月 9 日 

報告 

年 9 月 14 日

和田英人長期計画委員長

羽田野優男 50 周年実行委員長

肇 SAA 

昇会長 

郡上八幡ロータリーの歌

畑中伸夫担当責任者

薫クラブ奉仕委員

長期計画全体会議、よろしくお願いします。

西川 

・羽田野さん、よろしくお願いします。

・会員誕生日と結婚記念日のお祝をありがとう。

・敬老の日を迎え、各方面より色々と気を使って

感謝、有難うございました。

・長期計画全体会議、和田委員長と羽田野

実行委員長、よろしくお願いします。

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

修・小板慶一・前田伊三夫

薫・松良 努・三原慎也

光・村井義孝・村土時男・西村

 補正 合計

 3 名 37

＜本日のプログラム＞  

年 9月 21 日 

 

仁会員・遠藤主税会員

WEEKLY

国際ロータリー

            東海北陸道

           

67(八幡建設２

FAX(0575)67－0005 

8man@abeam.ocn.ne.jp       

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

イアン・ライズリー

ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

 第 2 木曜日

日 木曜日  

和田英人長期計画委員長 

周年実行委員長

郡上八幡ロータリーの歌 

畑中伸夫担当責任者 

薫クラブ奉仕委員 

長期計画全体会議、よろしくお願いします。 

 昇・岩尾 誠

・羽田野さん、よろしくお願いします。 

和田英人

・会員誕生日と結婚記念日のお祝をありがとう。

山下友幸

・敬老の日を迎え、各方面より色々と気を使って

感謝、有難うございました。  

大畑於左武

・長期計画全体会議、和田委員長と羽田野 50 周年

実行委員長、よろしくお願いします。 

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林 健吉 

修・小板慶一・前田伊三夫 

努・三原慎也 

光・村井義孝・村土時男・西村 肇 

合計 出席率

37 名 97.4％

 第 3 木曜日

仁会員・遠藤主税会員 

WEEKLY REPORT

国際ロータリー第

東海北陸道グループ

             

八幡建設２F)     

0005     

        

       

イアン・ライズリー(Sandringham

MAKING A DIFFERENCE

木曜日 

 

 

周年実行委員長 

 

誠 

和田英人 

・会員誕生日と結婚記念日のお祝をありがとう。 

山下友幸 

・敬老の日を迎え、各方面より色々と気を使って

大畑於左武 

周年

 

 

 小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘・酒井智義

 坂本

 山川直保

 

幹 事 報

・地区大会実行委員会より、地区大会信任状証明

書提出の依頼

・地区奉仕プロジェクト委員会より、地区世界社

会奉仕補助金申請

・関中央

例会変更の案内

・郡上市社会福祉協議会より、賛助会費の協力依

頼

・郡上長良川

・理事会議事録について

＜拝受＞

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま

 

委 員会報

・酒井智義青少年

 野外行事の収支決算報告と図書カード配布の件

・河合

 今月の

 

会 長の時

 本日はホットな情報をお知らせします。先週遠

藤会員より新会員の推薦がありまして、理事会で

承認致しました。異議のある方は本日より

の内に書面にてお知らせ下さい。

 最近の例会出席率は

ころをさまよっています。

事と例会出席の両立は大変だと思いますが、自分

出席率 

％ 

＜次回の予定＞

第

          

木曜日 

 

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

小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘・酒井智義

坂本 仁・竹内巧治・田代東次郎・渡邉

山川直保 

幹 事 報 告 

地区大会実行委員会より、地区大会信任状証明

書提出の依頼

・地区奉仕プロジェクト委員会より、地区世界社

会奉仕補助金申請

・関中央・郡上長良川・各務原中央・関

例会変更の案内

・郡上市社会福祉協議会より、賛助会費の協力依

頼 

・郡上長良川 RC40

・理事会議事録について

＜拝受＞ 

米山奨学会より、「ハイライトよねやま

委 員会報 告 

・酒井智義青少年

野外行事の収支決算報告と図書カード配布の件

・河合 修情報担当責任者

今月の IDM の

会 長の時 間 

本日はホットな情報をお知らせします。先週遠

藤会員より新会員の推薦がありまして、理事会で

承認致しました。異議のある方は本日より

の内に書面にてお知らせ下さい。

最近の例会出席率は

ころをさまよっています。

事と例会出席の両立は大変だと思いますが、自分

＜次回の予定＞

第 2525 回 平成

外来卓話

          

      

 
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

小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘・酒井智義

仁・竹内巧治・田代東次郎・渡邉

 岩尾 誠幹事

地区大会実行委員会より、地区大会信任状証明

書提出の依頼 

・地区奉仕プロジェクト委員会より、地区世界社

会奉仕補助金申請 後期受付の案内

・郡上長良川・各務原中央・関

例会変更の案内 

・郡上市社会福祉協議会より、賛助会費の協力依

RC40 周年記念事業整理券について

・理事会議事録について 

米山奨学会より、「ハイライトよねやま

 

・酒井智義青少年奉仕委員長

野外行事の収支決算報告と図書カード配布の件

修情報担当責任者 

の案内 

 西川 昇会長

本日はホットな情報をお知らせします。先週遠

藤会員より新会員の推薦がありまして、理事会で

承認致しました。異議のある方は本日より

の内に書面にてお知らせ下さい。

最近の例会出席率は 100％にもう少しというと

ころをさまよっています。40

事と例会出席の両立は大変だと思いますが、自分

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 9 月

外来卓話 東海財務局岐阜財務事務所

          理財課長

       

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

小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘・酒井智義

仁・竹内巧治・田代東次郎・渡邉

幹事 

地区大会実行委員会より、地区大会信任状証明

・地区奉仕プロジェクト委員会より、地区世界社

後期受付の案内 

・郡上長良川・各務原中央・関

・郡上市社会福祉協議会より、賛助会費の協力依

周年記念事業整理券について

米山奨学会より、「ハイライトよねやま

奉仕委員長  

野外行事の収支決算報告と図書カード配布の件

 

昇会長 

本日はホットな情報をお知らせします。先週遠

藤会員より新会員の推薦がありまして、理事会で

承認致しました。異議のある方は本日より

の内に書面にてお知らせ下さい。 

％にもう少しというと

40 代・50 代の方は、仕

事と例会出席の両立は大変だと思いますが、自分

月 28 日 第

東海財務局岐阜財務事務所

理財課長 孫福良彦様

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘・酒井智義 

仁・竹内巧治・田代東次郎・渡邉 剛 

地区大会実行委員会より、地区大会信任状証明

・地区奉仕プロジェクト委員会より、地区世界社

 

・郡上長良川・各務原中央・関 RC より、

・郡上市社会福祉協議会より、賛助会費の協力依

周年記念事業整理券について 

米山奨学会より、「ハイライトよねやま 210 号」 

野外行事の収支決算報告と図書カード配布の件 

本日はホットな情報をお知らせします。先週遠

藤会員より新会員の推薦がありまして、理事会で

承認致しました。異議のある方は本日より 7日間

％にもう少しというと

代の方は、仕

事と例会出席の両立は大変だと思いますが、自分

第 4 木曜日 

東海財務局岐阜財務事務所 

孫福良彦様 

 

 



自身の身になることだと思うので、何とかやりく

りをして出席をして頂きたいと思います。今後そ

れぞれの方がクラブの重要なポストに就かれる場

合に、物事がスムーズに運ぶのではないかと思い

ます。 

 先ほど、幹事からも報告がありましたように、

月 17 日(日)

クラブ創立

真展があります。

とのことですので、早めに行かれるとよいと思い

ます。また整理券を忘れた場合は、受付で

頂ければ入場できるよ

すので、是非多くの方のご参加をよろしくお願い

します。 

 

長期計画全体会議

・和田英人長期計画委員長

いまして、次年度開催の創立

念式典について、実行委員長の羽田野さんにお話

をして頂く様お願いしております。

その前に、少しだけ自分の今の思いをお話させ

て頂きます。

頂き、13 年ほどになります。入会当時は、若手と

いうことで、すべて先輩方に頼っていました。こ

こ 2・3年で理事会に参加するようになり、ロータ

リーについて少しずつ分かってきたことが増えた

ような気がします。長期計画ということですが、

自分としては、ロータリーの継続事業・活動が何

なのかを一般の人に知って頂くようなことをしな

さいと言われていると思います。私としては、ク

ラブの継続事

ていくためには、現在の会員数を増強していかな

ければと強く思っています。まだ、こん

か言えませんが、会長・幹事はじめ皆さんにいろ

いろお聞きしながら、頑張ってやっていきたいと

思いますので、よろしくお願い致します。

・羽田野優男

実行委員長を仰せつかりましたので、

自身の身になることだと思うので、何とかやりく

りをして出席をして頂きたいと思います。今後そ

れぞれの方がクラブの重要なポストに就かれる場

合に、物事がスムーズに運ぶのではないかと思い

先ほど、幹事からも報告がありましたように、

)、大和総合センターにて、郡上長良川

クラブ創立 40 周年記念事業のトークショーと写

真展があります。当日は他の団体も招いてみえる

とのことですので、早めに行かれるとよいと思い

ます。また整理券を忘れた場合は、受付で

頂ければ入場できるようです。出席補正

是非多くの方のご参加をよろしくお願い

長期計画全体会議  

・和田英人長期計画委員長

いまして、次年度開催の創立

念式典について、実行委員長の羽田野さんにお話

をして頂く様お願いしております。

その前に、少しだけ自分の今の思いをお話させ

て頂きます。私はロータリークラブに入会させて

年ほどになります。入会当時は、若手と

いうことで、すべて先輩方に頼っていました。こ

年で理事会に参加するようになり、ロータ

リーについて少しずつ分かってきたことが増えた

ような気がします。長期計画ということですが、

自分としては、ロータリーの継続事業・活動が何

なのかを一般の人に知って頂くようなことをしな

さいと言われていると思います。私としては、ク

ラブの継続事業を続けて行きたい、そして継続し

ていくためには、現在の会員数を増強していかな

ければと強く思っています。まだ、こん

か言えませんが、会長・幹事はじめ皆さんにいろ

いろお聞きしながら、頑張ってやっていきたいと

思いますので、よろしくお願い致します。

・羽田野優男 50 周年実行委員長

実行委員長を仰せつかりましたので、

自身の身になることだと思うので、何とかやりく

りをして出席をして頂きたいと思います。今後そ

れぞれの方がクラブの重要なポストに就かれる場

合に、物事がスムーズに運ぶのではないかと思い

先ほど、幹事からも報告がありましたように、

、大和総合センターにて、郡上長良川

周年記念事業のトークショーと写

当日は他の団体も招いてみえる

とのことですので、早めに行かれるとよいと思い

ます。また整理券を忘れた場合は、受付で

うです。出席補正

是非多くの方のご参加をよろしくお願い

・和田英人長期計画委員長 

本日は長期計画全体

会議ということで時

間を頂きましたが、

私は勉強不足で、会

議用の資料等を作っ

ておりません。大変

申し訳ありません。

そこで、ご無理を言

いまして、次年度開催の創立 50 周年記念事業・記

念式典について、実行委員長の羽田野さんにお話

をして頂く様お願いしております。

その前に、少しだけ自分の今の思いをお話させ

私はロータリークラブに入会させて

年ほどになります。入会当時は、若手と

いうことで、すべて先輩方に頼っていました。こ

年で理事会に参加するようになり、ロータ

リーについて少しずつ分かってきたことが増えた

ような気がします。長期計画ということですが、

自分としては、ロータリーの継続事業・活動が何

なのかを一般の人に知って頂くようなことをしな

さいと言われていると思います。私としては、ク

業を続けて行きたい、そして継続し

ていくためには、現在の会員数を増強していかな

ければと強く思っています。まだ、こん

か言えませんが、会長・幹事はじめ皆さんにいろ

いろお聞きしながら、頑張ってやっていきたいと

思いますので、よろしくお願い致します。

周年実行委員長 

先日、本日のプログ

ラムに、少し時間を

頂けないかとお願い

しましたら、心良く

承知して下さいまし

た。次年度、当クラ

ブが創立

えるにあたり、その

実行委員長を仰せつかりましたので、

自身の身になることだと思うので、何とかやりく

りをして出席をして頂きたいと思います。今後そ

れぞれの方がクラブの重要なポストに就かれる場

合に、物事がスムーズに運ぶのではないかと思い

先ほど、幹事からも報告がありましたように、

、大和総合センターにて、郡上長良川

周年記念事業のトークショーと写

当日は他の団体も招いてみえる

とのことですので、早めに行かれるとよいと思い

ます。また整理券を忘れた場合は、受付で言って

うです。出席補正になりま

是非多くの方のご参加をよろしくお願い

本日は長期計画全体

会議ということで時

間を頂きましたが、

私は勉強不足で、会

議用の資料等を作っ

ておりません。大変

申し訳ありません。

そこで、ご無理を言

周年記念事業・記

念式典について、実行委員長の羽田野さんにお話

をして頂く様お願いしております。 
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