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点 鐘

 

ソ ン グ

 

ご 挨 拶

て、ご理解・ご協力頂いておりますことに、この場

をお借りして厚くお礼申し上げます。

とうございます。今日は郡上署周辺の植木等を綺麗

にしていただけるとのことですが、当署におきまし

ても、毎月第

周辺の道路等の清掃をしておりますが、なかなか手

が回らないということで、このお話を西川会長さん

から頂いた時に、大変助かるなと思いました。よろ

しくお願い致します。

 また、この機会にご紹介したいことがありまして、

10月11日より全国の地域安全活動が始まっており、

それに合わせまして、郡上署では公式ツイッターを

始めました。お手元にチラシを配布しておりますが、

郡上の安全・安心に関する情報や、郡上署が実施す

＜本日のプログラム＞
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外来卓話
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昇会長 

我等の生業 

郡上警察署長 中丸公之様

 今日は皆さんお忙しい

中、ここで奉仕活動をし

て頂けるとのことで大変

嬉しく思っております。

皆様方にはいつも、いろ

いろな立場・角度から、

警察行政全般に渡りまし

て、ご理解・ご協力頂いておりますことに、この場

をお借りして厚くお礼申し上げます。

とうございます。今日は郡上署周辺の植木等を綺麗

にしていただけるとのことですが、当署におきまし

水曜日の午後

周辺の道路等の清掃をしておりますが、なかなか手

が回らないということで、このお話を西川会長さん

から頂いた時に、大変助かるなと思いました。よろ

 

また、この機会にご紹介したいことがありまして、

日より全国の地域安全活動が始まっており、

それに合わせまして、郡上署では公式ツイッターを

始めました。お手元にチラシを配布しておりますが、

・安心に関する情報や、郡上署が実施す
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 第 2 木曜日

日 木曜日 

郡上警察署にて 

中丸公之様 

今日は皆さんお忙しい

中、ここで奉仕活動をし

て頂けるとのことで大変

嬉しく思っております。

皆様方にはいつも、いろ

いろな立場・角度から、

警察行政全般に渡りまし

て、ご理解・ご協力頂いておりますことに、この場

をお借りして厚くお礼申し上げます。本当にありが

とうございます。今日は郡上署周辺の植木等を綺麗

にしていただけるとのことですが、当署におきまし

水曜日の午後 5時過ぎから、

周辺の道路等の清掃をしておりますが、なかなか手

が回らないということで、このお話を西川会長さん

から頂いた時に、大変助かるなと思いました。よろ

また、この機会にご紹介したいことがありまして、

日より全国の地域安全活動が始まっており、

それに合わせまして、郡上署では公式ツイッターを

始めました。お手元にチラシを配布しておりますが、

・安心に関する情報や、郡上署が実施す

日 第 4 木曜日
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MAKING A DIFFERENCE

木曜日 

  

今日は皆さんお忙しい

中、ここで奉仕活動をし

て頂けるとのことで大変

嬉しく思っております。

皆様方にはいつも、いろ

いろな立場・角度から、

警察行政全般に渡りまし

て、ご理解・ご協力頂いておりますことに、この場

本当にありが

とうございます。今日は郡上署周辺の植木等を綺麗

にしていただけるとのことですが、当署におきまし

時過ぎから、

周辺の道路等の清掃をしておりますが、なかなか手

が回らないということで、このお話を西川会長さん

から頂いた時に、大変助かるなと思いました。よろ

また、この機会にご紹介したいことがありまして、

日より全国の地域安全活動が始まっており、

それに合わせまして、郡上署では公式ツイッターを

始めました。お手元にチラシを配布しておりますが、

・安心に関する情報や、郡上署が実施す

るイベント・キャンペーンに関する情報などをお届

けしてまいります。フォローをお待ちしております

ので、是非周りの方々にもお知らせ頂きます様お願

い致します。

 

出 席 報

 

ニ コＢＯ

・本日はご苦労様です。ケガ・事故のない様気を

つけて作業して下さい。お願い申し上げます。

・作業、よろしくお願いします。

・郡上警察署長中丸様、

ざいます。本日、社会奉仕作業ですが、よろし

くお願い致します。

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・本日の社会奉仕作業、よろしくお願い致します。

ケガ・事故には気をつけましょう。

 遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

 平岩憲政・廣瀬泰輔・河合

 國田大雄・松本英樹・松森

 水上成樹・森下

 奥村芳弘・酒井智義・澤崎

 田代東次郎・和田英人・渡邉

 山下友幸

 

幹 事 報

・地区青少年交換委員会より、

遣学生の追加募集案内
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・可児・関中央

・地区大会出席者の服装について

＜拝受＞ 

・不破 RC より、週報

・岐阜ダルクより、ニュースレター秋号

 

委 員会報 告

・野田三津雄社会奉仕委員長

 本日の奉仕作業について

・河合 修情報担当責任者

 IDM の案内…

・平岩憲政親睦委員長

 14・15 日の親睦旅行について

 

会 長の時 間

 本日は会場を変更しまして郡上警察署さんのお

部屋をお借りしまして例会が出来ました事に感謝

を申し上げたいと思います。この後、外で奉仕作

業をして頂きますが、ケガ・事故のない様気をつ

けて作業をして頂きたいと思います。よろしくお

願い致します。

 

奉 仕 作 業

主旨：市民の安心安全のために
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