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 郡上長良川
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司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

会 長 挨 拶

・原 義明会長

トークショーおよび松永智恵美さんの写真展を開催

致しました。

クラブの皆様にも多数のご参加を賜り、本当にあり

がとうございました。台風が接近する中、開催を心

配しましたが、市民の皆様にも多数お越し頂き、ト

ークショーと写真展を楽しんで頂き良かったと思い

ます。郡上八幡クラブさんには、いろいろお気づか

い頂き、改めましてお礼申し上げます。記念式典は、

来年 10 月頃を予定しています。その節にはまたお世

話になりますが、よろしくお願い致します。

・西川 昇会長

 本日は年に一度の郡上長良川クラブと郡上八幡ク

ラブの合同例会・懇親会開催にあた

＜本日のプログラム＞
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・郡上八幡 RC 合同例会

分より「勝美屋」にて

肇 SAA(郡上八幡

義明会長(郡上長良川

奉仕の理想 

郡上長良川 RC) 

 郡上八幡クラブの皆様に

は日頃より大変お世話にな

りありがとうございます。

月 17 日に我クラブは創立

40 周年の記念事業として、

吉田沙保里さんと栄監督の

トークショーおよび松永智恵美さんの写真展を開催

その節には、西川会長はじめ郡上八幡

クラブの皆様にも多数のご参加を賜り、本当にあり

がとうございました。台風が接近する中、開催を心

配しましたが、市民の皆様にも多数お越し頂き、ト

ークショーと写真展を楽しんで頂き良かったと思い

ます。郡上八幡クラブさんには、いろいろお気づか

い頂き、改めましてお礼申し上げます。記念式典は、

月頃を予定しています。その節にはまたお世
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話になりますが、よろしくお願い致します。 
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郡上八幡クラブの皆様に

は日頃より大変お世話にな

りありがとうございます。9

日に我クラブは創立

周年の記念事業として、

吉田沙保里さんと栄監督の

トークショーおよび松永智恵美さんの写真展を開催

その節には、西川会長はじめ郡上八幡

クラブの皆様にも多数のご参加を賜り、本当にあり

がとうございました。台風が接近する中、開催を心

配しましたが、市民の皆様にも多数お越し頂き、ト

ークショーと写真展を楽しんで頂き良かったと思い

ます。郡上八幡クラブさんには、いろいろお気づか

い頂き、改めましてお礼申し上げます。記念式典は、

月頃を予定しています。その節にはまたお世

本日は年に一度の郡上長良川クラブと郡上八幡ク

り、例会変更に

ました郡上長良川

18 号の接近にもかかわらず

盛大に開催されましたことを心よりお慶び申し上げ

ます。かつて、政治家の方がよく使われた「郡上は

一つ」という言葉をお借りして、今は「ロータリア

ンは郡上は一つ」ということで、限られた時間では

ありますが、一層親睦を深め、お互いにより良い関

係を

ことを熱望いたすところです。本日ご出席の皆様方

の益々のご活躍と、両クラブの益々の発展をご祈念

申し上げまして挨拶とさせて頂きます。

出 席 報

 

ニ コＢＯ

・本日は合同例会です。郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆

様、よろしくお願いします。

 林

 岩尾

 前田伊三夫・松本英樹・三原慎也・水上成樹

 村土時男・西川

 大前正行・酒井智義・澤崎

 田代東次郎・遠山一男・和田詠伸・和田英人
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ます。かつて、政治家の方がよく使われた「郡上は

一つ」という言葉をお借りして、今は「ロータリア

ンは郡上は一つ」ということで、限られた時間では

ありますが、一層親睦を深め、お互いにより良い関

係を保ちながら、より良いクラブ活動を推進できる

ことを熱望いたすところです。本日ご出席の皆様方

の益々のご活躍と、両クラブの益々の発展をご祈念

申し上げまして挨拶とさせて頂きます。

出 席 報 告 
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本日は合同例会です。郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆

様、よろしくお願いします。
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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

もかかわらず、大勢の方々にご

参加頂き誠にありがとうござ

います。又、日頃は、郡上長良

川クラブさんには、何かとお心

遣いを頂き、感謝とお礼を申し

上げます。
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ンは郡上は一つ」ということで、限られた時間では

ありますが、一層親睦を深め、お互いにより良い関

保ちながら、より良いクラブ活動を推進できる
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います。又、日頃は、郡上長良

川クラブさんには、何かとお心

遣いを頂き、感謝とお礼を申し
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、大勢の皆さんの参加で

盛大に開催されましたことを心よりお慶び申し上げ

ます。かつて、政治家の方がよく使われた「郡上は

一つ」という言葉をお借りして、今は「ロータリア

ンは郡上は一つ」ということで、限られた時間では

ありますが、一層親睦を深め、お互いにより良い関

保ちながら、より良いクラブ活動を推進できる

ことを熱望いたすところです。本日ご出席の皆様方

の益々のご活躍と、両クラブの益々の発展をご祈念

 

 

 

 



幹 事 報 告

・ガバナー事務所より、トロント国際大会の登録

およびチケット・ホテル予約の申込みについて

・日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議準備委員会より、「第

善会議」の案内

・各務原かかみの

み合わせ変更の連絡

・美濃・各務原

・次年度理事役員立候補の件

＜拝受＞ 

・地区財団委員会より、研修セミナーの冊子

・岐阜県赤十字血液センター

 

閉 会 点 鐘

 

合同例会・懇親会

☆司会進行：平岩憲政親睦委員長

☆乾杯：山下

☆新会員紹介：

和田良一会員増強委員長

前年度合同

本日出席者

・山口里美…サンテック

・山田 敦…花パレット

・旭 美香…悲願寺

 本日欠席の

 ・井俣愛美

 ・堀江直史

 ・鷲見純朗

 ・麥島洋介

 ・清水英志

平岩憲政親睦委員長

 本日欠席の

 ・奥村芳弘…

 

＊＊＊＊＊

☆手に手つないで

☆閉会の言葉：

告 岩尾 誠

ガバナー事務所より、トロント国際大会の登録

およびチケット・ホテル予約の申込みについて

・日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議準備委員会より、「第

善会議」の案内 

・各務原かかみの RC より、グループゴルフ大会組

み合わせ変更の連絡 

・美濃・各務原 RC より、例会変更の案内

・次年度理事役員立候補の件

地区財団委員会より、研修セミナーの冊子

・岐阜県赤十字血液センター

鐘 西川 昇会長

懇親会 

司会進行：平岩憲政親睦委員長

乾杯：山下 誠直前会長

新会員紹介： 

和田良一会員増強委員長

合同例会以後の

出席者は次の方々

山口里美…サンテック

敦…花パレット

美香…悲願寺       

の新会員 

美…白鳥印刷

史…社会医療

朗…社会医療

洋介…(有)まる

志…清水モータース

平岩憲政親睦委員長(郡上八幡

の新会員 

・奥村芳弘…(株)郡八電気通信

＊＊＊＊＊ 歓

手に手つないで 

閉会の言葉：河合 修パスト会長

誠幹事 

ガバナー事務所より、トロント国際大会の登録

およびチケット・ホテル予約の申込みについて

・日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議準備委員会より、「第

より、グループゴルフ大会組

 

より、例会変更の案内

・次年度理事役員立候補の件 

地区財団委員会より、研修セミナーの冊子

・岐阜県赤十字血液センターより広報誌拝受

昇会長(郡上八幡

司会進行：平岩憲政親睦委員長(郡上八幡

誠直前会長(郡上長良川

和田良一会員増強委員長(郡上長良川

の入会者は 8

方々です。 

山口里美…サンテック(株) (電気工事

敦…花パレット    

       

印刷     

医療法人白鳳会
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