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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 2522 回

        

    

司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

情 報の時 間

  「ﾛｰﾀﾘｰの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

 

来 客 紹 介

  八幡座・

  

「八幡座・嵐会

 日時：9月

 場所：郡上市総合文化センター大ホール

 チケットはクラブ事務局にもあります。

 

９ 月のお 祝

会員誕生日 

 1 日 遠山一男会員

20 日 山下友幸会員

結婚記念日 

＜本日のプログラム＞

第 2523 回

長期計画全体会議

     

                 

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

     月見例会 

行 西村 肇

鐘 西川 昇会長

グ 国歌「君が代」・奉仕の理想

間 河合 修担当責任者

「ﾛｰﾀﾘｰの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

介 

・嵐会 代表

「八幡座・嵐会 10 周年記念公演」の案内

月 23 日(土) 

場所：郡上市総合文化センター大ホール

チケットはクラブ事務局にもあります。

祝 平岩憲政親睦委員長

 

遠山一男会員  

山下友幸会員  

 

＜本日のプログラム＞

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

 

 

            

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 7 日 

 (親睦委員会担当

肇 SAA 

昇会長 

国歌「君が代」・奉仕の理想

修担当責任者

「ﾛｰﾀﾘｰの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

代表 大前三郎様・本田雅人様

周年記念公演」の案内

 午後 1時開演

場所：郡上市総合文化センター大ホール

チケットはクラブ事務局にもあります。

平岩憲政親睦委員長

  20 日 水上成樹会員

  22 日 河合

＜本日のプログラム＞  

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

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

 木曜日  

親睦委員会担当) 

国歌「君が代」・奉仕の理想 

修担当責任者 

「ﾛｰﾀﾘｰの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

大前三郎様・本田雅人様

周年記念公演」の案内 

時開演 

場所：郡上市総合文化センター大ホール 

チケットはクラブ事務局にもあります。 

平岩憲政親睦委員長 

水上成樹会員 

河合 修会員 

 第 2 木曜日

和田英人長期計画委員長 

周年実行委員長 

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 

「ﾛｰﾀﾘｰの目的」朗読・「四つのテスト」唱和 

大前三郎様・本田雅人様 

 

 

25 日

夫人誕生日

 1 日

22 日

25 日

1 分間スピーチ

 

出 席 報

 

ニ コＢＯ

・嵐歌舞伎をよろしくお願いします。本田雅人様

・親睦委員会の皆様、ご苦労様です。

・月見例会、親睦委員会ご苦労様です。岩尾

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

・親睦委員会様、本日の月見例会、よろしくお願

いします。

 羽田野優男・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

 川井昭司・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

 松本英樹・村井義孝・西村

 小笠原正道・奥村芳弘・坂本

39 名

＜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

日 山下友幸・美智子ご夫妻

夫人誕生日 

日 酒井通子様

日 畑中紀子様・松良明日美様

日 田代はつ江様

分間スピーチ 

出 席 報 告 

ニ コＢＯ Ｘ 

嵐歌舞伎をよろしくお願いします。本田雅人様

・親睦委員会の皆様、ご苦労様です。

・月見例会、親睦委員会ご苦労様です。岩尾

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

酒井智義・村土時男・畑中伸夫・松良

田代東次郎・松本英樹

・親睦委員会様、本日の月見例会、よろしくお願

いします。 

羽田野優男・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

川井昭司・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

松本英樹・村井義孝・西村

小笠原正道・奥村芳弘・坂本

会員数 

名(免除 1名) 

＜次回の予定＞

第 2524 回 平成

   会員卓話

    

      

 
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

山下友幸・美智子ご夫妻

酒井通子様   20

畑中紀子様・松良明日美様

田代はつ江様  26

 水上成樹会員

お祝をありがとうございました。

健康に気を付け

思います。今後共よろしくお願

いします。

 

 大前正行クラブ奉仕委員

 廣瀬泰輔担当責任者

嵐歌舞伎をよろしくお願いします。本田雅人様

・親睦委員会の皆様、ご苦労様です。

・月見例会、親睦委員会ご苦労様です。岩尾

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

酒井智義・村土時男・畑中伸夫・松良

田代東次郎・松本英樹

・親睦委員会様、本日の月見例会、よろしくお願

 

羽田野優男・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

川井昭司・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

松本英樹・村井義孝・西村

小笠原正道・奥村芳弘・坂本

出席 補正

 35 名 3

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 9 月

会員卓話 

    坂本 仁会員・遠藤主税会員

       

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

山下友幸・美智子ご夫妻 

20 日 村土芳兄様

畑中紀子様・松良明日美様 

26 日 松本京子様

水上成樹会員 

お祝をありがとうございました。

健康に気を付けて頑張りたい

思います。今後共よろしくお願

いします。 

大前正行クラブ奉仕委員

担当責任者 

嵐歌舞伎をよろしくお願いします。本田雅人様

・親睦委員会の皆様、ご苦労様です。 

・月見例会、親睦委員会ご苦労様です。岩尾

・会員誕生日のお祝をありがとう。 

水上成樹・河合

・夫人誕生日のお祝をありがとう。 

酒井智義・村土時男・畑中伸夫・松良

田代東次郎・松本英樹 

・親睦委員会様、本日の月見例会、よろしくお願

羽田野優男・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜

川井昭司・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

松本英樹・村井義孝・西村 肇・野田三津雄

小笠原正道・奥村芳弘・坂本 仁・竹内巧治

補正 合計 

3 名 38 名 

月 21 日 第

仁会員・遠藤主税会員

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

村土芳兄様 

松本京子様 

お祝をありがとうございました。

て頑張りたいと

思います。今後共よろしくお願

大前正行クラブ奉仕委員 

嵐歌舞伎をよろしくお願いします。本田雅人様 

 西川 昇 

・月見例会、親睦委員会ご苦労様です。岩尾 誠 

水上成樹・河合 修 

酒井智義・村土時男・畑中伸夫・松良 努 

・親睦委員会様、本日の月見例会、よろしくお願

羽田野優男・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜 

川井昭司・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫 

肇・野田三津雄 

仁・竹内巧治 

 出席率 

 100％ 

第 3 木曜日 

仁会員・遠藤主税会員 

お祝をありがとうございました。

 

 

 



 和田英人・渡邉

 

幹 事 報 告

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、

リーレートについて…

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局業務推進・資料室より、

月の「基本的教育と識字率向上月間」のリソー

スの案内 

・関中央 RC

  11 月 12

・伊佐地ガバナー補佐より、地区大会追加登録の

お願い 

・地区財団委員会より、「第

助金セミナー」開催の案内

・直前ガバナー事務所より、前年度地区資金決算

書と事務所閉鎖の連絡

・各務原かかみの・各務原・美濃

更の案内 

＜拝受＞ 

・郡上長良川

・フィリピン育英会バギオ基金より、「バギオだ

より 9月号」

・岐阜県環境生活部より、「人権だより

・郡上市役所より、「広報郡上

 

委 員会報 告

・酒井智義青少年

 今のところ、野外行事に参加された子供さん

名から絵日記や絵を書いて提出頂きました。他

にありましたら提出をお願いします。

・水上成樹財団委員長

 年次寄付は今年度

強制ではありませんが、今月中に

めたいと思います。また、ポリオへは

ルをお願いします。募金箱は毎月回しますので

ご協力お願いします。ポールハリス・ソサエテ

ィは 1,000

・平岩憲政親睦委員長

 10 月の地区大会には、親睦旅行を兼ねて参加し

ます。伊賀市で観光、鳥羽にて宿泊の予定

のでご参加の程よろしくお願いします。

・大前正行クラブ奉仕委員

 当クラブの修正出席報告について

・西村 肇ＳＡＡ

 例会の欠席連絡は午前

します。 

・河合 修情報担当責任者

 今月の IDM

 

会 長の時 間

 8 月は例会変更が多く、行事がたくさんありま

したが、すべて滞りなく終了出来ました。皆様の

ご協力有り難うございました。出席率も良く、例

会 5 回の内

和田英人・渡邉 剛・山川直保

告 岩尾 誠

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、

リーレートについて…

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局業務推進・資料室より、

月の「基本的教育と識字率向上月間」のリソー

 

RC より、IM 開催の案内

12日(日) JA

・伊佐地ガバナー補佐より、地区大会追加登録の

・地区財団委員会より、「第

助金セミナー」開催の案内

・直前ガバナー事務所より、前年度地区資金決算

書と事務所閉鎖の連絡

・各務原かかみの・各務原・美濃

 

・郡上長良川 RC より、

・フィリピン育英会バギオ基金より、「バギオだ

月号」 

・岐阜県環境生活部より、「人権だより

・郡上市役所より、「広報郡上

告 

・酒井智義青少年奉仕委員長

今のところ、野外行事に参加された子供さん

名から絵日記や絵を書いて提出頂きました。他

にありましたら提出をお願いします。

・水上成樹財団委員長 

年次寄付は今年度1人

強制ではありませんが、今月中に

めたいと思います。また、ポリオへは

ルをお願いします。募金箱は毎月回しますので

ご協力お願いします。ポールハリス・ソサエテ

1,000 ドルの寄付となっています。

・平岩憲政親睦委員長 

月の地区大会には、親睦旅行を兼ねて参加し

ます。伊賀市で観光、鳥羽にて宿泊の予定

のでご参加の程よろしくお願いします。

・大前正行クラブ奉仕委員

当クラブの修正出席報告について

肇ＳＡＡ 

例会の欠席連絡は午前

 

修情報担当責任者

IDM の予定…9

間 西川 昇会長

月は例会変更が多く、行事がたくさんありま

したが、すべて滞りなく終了出来ました。皆様の

ご協力有り難うございました。出席率も良く、例

回の内 2 回が 100％でした。来月

剛・山川直保 

誠幹事 

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、

リーレートについて…1ドル＝109

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局業務推進・資料室より、

月の「基本的教育と識字率向上月間」のリソー

開催の案内 

JA めぐみの本店にて

・伊佐地ガバナー補佐より、地区大会追加登録の

・地区財団委員会より、「第 2回地区財団研修補

助金セミナー」開催の案内 

・直前ガバナー事務所より、前年度地区資金決算

書と事務所閉鎖の連絡 

・各務原かかみの・各務原・美濃 RC

より、40 周年記念事業の整理券

・フィリピン育英会バギオ基金より、「バギオだ

・岐阜県環境生活部より、「人権だより

・郡上市役所より、「広報郡上 9月号」

奉仕委員長  

今のところ、野外行事に参加された子供さん

名から絵日記や絵を書いて提出頂きました。他

にありましたら提出をお願いします。

 

人150ドルをお願いします。

強制ではありませんが、今月中に

めたいと思います。また、ポリオへは

ルをお願いします。募金箱は毎月回しますので

ご協力お願いします。ポールハリス・ソサエテ

ドルの寄付となっています。

 

月の地区大会には、親睦旅行を兼ねて参加し

ます。伊賀市で観光、鳥羽にて宿泊の予定

のでご参加の程よろしくお願いします。

・大前正行クラブ奉仕委員 

当クラブの修正出席報告について

例会の欠席連絡は午前 10 時までに必ずお願い

修情報担当責任者 

9 月 21 日「みはらや」にて

昇会長 

月は例会変更が多く、行事がたくさんありま

したが、すべて滞りなく終了出来ました。皆様の

ご協力有り難うございました。出席率も良く、例

％でした。来月

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局経理室より、9月のロータ

109 円に変更 

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局業務推進・資料室より、

月の「基本的教育と識字率向上月間」のリソー

めぐみの本店にて 

・伊佐地ガバナー補佐より、地区大会追加登録の

回地区財団研修補

・直前ガバナー事務所より、前年度地区資金決算

RC より、例会変

周年記念事業の整理券

・フィリピン育英会バギオ基金より、「バギオだ

・岐阜県環境生活部より、「人権だより No.70」

月号」 

今のところ、野外行事に参加された子供さん 11

名から絵日記や絵を書いて提出頂きました。他

にありましたら提出をお願いします。 

ドルをお願いします。

強制ではありませんが、今月中に 50 ドル分を集

めたいと思います。また、ポリオへは 1人 30 ド

ルをお願いします。募金箱は毎月回しますので

ご協力お願いします。ポールハリス・ソサエテ

ドルの寄付となっています。 

月の地区大会には、親睦旅行を兼ねて参加し

ます。伊賀市で観光、鳥羽にて宿泊の予定です

のでご参加の程よろしくお願いします。 

当クラブの修正出席報告について 

時までに必ずお願い

日「みはらや」にて

月は例会変更が多く、行事がたくさんありま

したが、すべて滞りなく終了出来ました。皆様の

ご協力有り難うございました。出席率も良く、例

％でした。来月 12 日には、

月のロータ

 

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局業務推進・資料室より、9

月の「基本的教育と識字率向上月間」のリソー

・伊佐地ガバナー補佐より、地区大会追加登録の

回地区財団研修補

・直前ガバナー事務所より、前年度地区資金決算

より、例会変

周年記念事業の整理券 

・フィリピン育英会バギオ基金より、「バギオだ

」 

11

名から絵日記や絵を書いて提出頂きました。他

ドルをお願いします。

ドル分を集

ド
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話には、竹内会員のお世話で、岐阜ダルク施設長

遠山様の薬物依存についてのお話をお聞きしまし

たが、ご自身の体験に基づくお話で

ものだったと思います。我クラブも、青少年奉仕

委員会を中心に、郡上市の青少年育成に力を入れ、

薬物に興味を持つことのない様、我々もスポーツ

活動にしっかりと支援をしていかねばと思います。
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の孫に、十五夜の月見というのはどういう意味か

と聞かれ、少し調べてみました。

 基本的には、農作物を収穫する時、昔は月の明
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日本のお月見は平安時代あたりから続いている

ようですが、昔は直接月を見るのではなく、盃に

月を映したり、船で川面に映した月を見

風流な楽しみ方だったということです。

親睦委員会としては以上です。残りの時間は、
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