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＜前回の記録

第 2541 回

     アッセンブリー

 

司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

出 席 報 告

 

ニ コＢＯ Ｘ

・本日のアッセンブリー、よろしくお願い申し上

げます。             

・アッセンブリー、よろしくお願いします。

・11 日に県指導農業士会

て感謝状を頂きました。

・新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願い致します。

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・本日はアッセンブリーです。活動報告をよろし

くお願い申し上げます。

 平岩憲政・廣瀬泰輔・國田大雄・松本英樹

 三原慎也・森下

 奥村芳弘・酒井智義・坂本

 山下友幸 

  

会員数 

39 名(免除 2

＜本日のプログラム＞

第 2542 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
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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 30 年

アッセンブリー (

行 西村 肇

鐘 西川 昇会長

グ 郡上八幡ロータリーの歌

告 大前正行クラブ奉仕委員

Ｘ 廣瀬泰輔担当責任者

本日のアッセンブリー、よろしくお願い申し上

             

・アッセンブリー、よろしくお願いします。

日に県指導農業士会

て感謝状を頂きました。

・新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願い致します。    

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・本日はアッセンブリーです。活動報告をよろし

くお願い申し上げます。

平岩憲政・廣瀬泰輔・國田大雄・松本英樹

三原慎也・森下 光・村井義孝・村土時男

奥村芳弘・酒井智義・坂本

 

 出席 

2 名) 27 名 

＜本日のプログラム＞

回 平成 30 年

     会員卓話 

      川井昭司会員・村土時男会員

 

 

            

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 1 月 18 日

(各委員会活動中間報告

肇 SAA 

昇会長 

郡上八幡ロータリーの歌

大前正行クラブ奉仕委員

廣瀬泰輔担当責任者

本日のアッセンブリー、よろしくお願い申し上

             

・アッセンブリー、よろしくお願いします。

日に県指導農業士会 40 周年記念大会におい

て感謝状を頂きました。      

・新年おめでとうございます。今年もよろしくお

    野田三津雄・大前正行

・会員誕生日のお祝をありがとう。

・本日はアッセンブリーです。活動報告をよろし

くお願い申し上げます。 

平岩憲政・廣瀬泰輔・國田大雄・松本英樹

光・村井義孝・村土時男

奥村芳弘・酒井智義・坂本 仁・田代東次郎

 補正 合計

 6 名 33

＜本日のプログラム＞  

年 1月 25 日 

 

川井昭司会員・村土時男会員

WEEKLY

国際ロータリー
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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  

各委員会活動中間報告

郡上八幡ロータリーの歌 

大前正行クラブ奉仕委員 

廣瀬泰輔担当責任者 

本日のアッセンブリー、よろしくお願い申し上

             西川 昇

・アッセンブリー、よろしくお願いします。 

岩尾 誠

周年記念大会におい

      岩出明喜

・新年おめでとうございます。今年もよろしくお

野田三津雄・大前正行

・会員誕生日のお祝をありがとう。  松本英樹

・本日はアッセンブリーです。活動報告をよろし

平岩憲政・廣瀬泰輔・國田大雄・松本英樹 

光・村井義孝・村土時男 

仁・田代東次郎 

合計 出席率

33 名 89.2％

 第 4 木曜日

川井昭司会員・村土時男会員 

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 

 

各委員会活動中間報告) 

本日のアッセンブリー、よろしくお願い申し上

昇 

誠 

周年記念大会におい

岩出明喜 

・新年おめでとうございます。今年もよろしくお

野田三津雄・大前正行 

松本英樹 

・本日はアッセンブリーです。活動報告をよろし

 

来 客 挨

・郡上青年会議所

・郡上青年会議所

ますので、お知り合いの方をご紹介して頂きたく

よろしくお願い致します。

 

幹 事 報

・ガバナーエレクト事務所より、

クト研修セミナーの案内

・関中央

＜拝受＞

・直前ガバナー事務所より、前年度地区記録誌

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま

・桑名北・郡上長良川

 

委 員会報

・河合

 本日

方はよろしくお願いします。ビジター希望者は

お知らせ下さい。

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

来 客 挨 拶 

・郡上青年会議所

・郡上青年会議所

ますので、お知り合いの方をご紹介して頂きたく

よろしくお願い致します。

幹 事 報 告 

ガバナーエレクト事務所より、

クト研修セミナーの案内

・関中央 RC より、例会変更のお知らせ

＜拝受＞ 

・直前ガバナー事務所より、前年度地区記録誌

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま

・桑名北・郡上長良川

委 員会報 告 

・河合 修情報担当責任者

本日予定通り

方はよろしくお願いします。ビジター希望者は

お知らせ下さい。

＜次回の予定＞

第 2543 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

 

・郡上青年会議所 理事長 

貴重なお時間を頂きありがと

うございます。郡上青年会議

所は、本年度

います。仲間を増やしていき

たいと思っておりますので、

よろしくお願い致します。

・郡上青年会議所 委員長 

今年度の洋上研修船

い号」は、

の 1週間、台湾の方へ行く予

定です。「無限の可能性への

挑戦」ということで開催しま

す。一般乗船者を募集してい

ますので、お知り合いの方をご紹介して頂きたく

よろしくお願い致します。 

 岩尾 誠幹事

ガバナーエレクト事務所より、

クト研修セミナーの案内 

より、例会変更のお知らせ

・直前ガバナー事務所より、前年度地区記録誌

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま

・桑名北・郡上長良川 RC より、週報

 

修情報担当責任者 

予定通り IDM を開催します。義務出席者の

方はよろしくお願いします。ビジター希望者は

お知らせ下さい。 

＜次回の予定＞ 

平成 30 年 2 月

会員卓話 

         山下友幸会員

       

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

 美谷添 晃様

貴重なお時間を頂きありがと

うございます。郡上青年会議

所は、本年度 26 名で活動して

います。仲間を増やしていき

たいと思っておりますので、

よろしくお願い致します。

 原 明広様

今年度の洋上研修船

は、6月 3日から

週間、台湾の方へ行く予

定です。「無限の可能性への

挑戦」ということで開催しま

す。一般乗船者を募集してい

ますので、お知り合いの方をご紹介して頂きたく

 

誠幹事 

ガバナーエレクト事務所より、2018 年会長エレ

 

より、例会変更のお知らせ 

・直前ガバナー事務所より、前年度地区記録誌

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま

より、週報 

 

を開催します。義務出席者の

方はよろしくお願いします。ビジター希望者は

月 1日 第 1

山下友幸会員 

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

晃様 

貴重なお時間を頂きありがと

うございます。郡上青年会議

名で活動して

います。仲間を増やしていき

たいと思っておりますので、

よろしくお願い致します。 

明広様 

今年度の洋上研修船「とうか

日から 10 日

週間、台湾の方へ行く予

定です。「無限の可能性への

挑戦」ということで開催しま

す。一般乗船者を募集してい

ますので、お知り合いの方をご紹介して頂きたく

年会長エレ

 

・直前ガバナー事務所より、前年度地区記録誌 

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま 214 号」 

を開催します。義務出席者の

方はよろしくお願いします。ビジター希望者は

1 木曜日 

 

 



新 年の抱 負 (前回欠席者分) 

・忘年例会の翌日に痛風になり、初めて鎮痛薬を

飲みました。現在は正常に戻りましたが、今年

は頑張ってポールウォーキングを頑張りたいと

思います。            大前正行 

・無呼吸症候群が出てきて、血圧も少し高くなっ

てきましたので、飲み過ぎない様にしたいと思

います。            野田三津雄 

・先日、県指導農業士会 40 周年記念大会で感謝状

を頂きました。今年は体重 70 キロを切りたいと

思います。            岩出明喜 

・何年か前からスポーツセンターに通っています

が、健康診断で要医療になってしまったので、

健康に気を付け、例会出席も頑張りたいと思い

ます。              松本英樹 

 

アッセンブリー 各委員会活動中間報告 

・ＳＡＡ 西村 肇 SAA 

 例会欠席の連絡は当日 10 時までを徹底してい

きたいと思います。例会の司会進行をさせて頂

いていますが、今年度のガバナー公式訪問が一

番良かったかなと自分では思っています。 

・親睦委員会 平岩憲政委員長 

 毎月のお祝、グループ親睦ゴルフ大会への参加、

月見例会、親睦旅行、郡上長良川 RC との合同例

会、忘年例会を計画通り行っています。あとは、

水車の会、花見例会、年度末懇親会を予定して

います。水車の会はアンケートをとりたいと思

っています。 

・クラブ奉仕委員会 村土時男委員長 

 活動計画通りいっています。 

プログラム 松本英樹担当責任者 

 多少のプログラムの変更がありますが、皆さん

のご協力のもと順調に行っています。 

出席 大前正行クラブ奉仕委員 

 出席率は去年とほぼ同じくらいですが、今日が

ここのところで一番低い出席率となりました。 

情報 河合 修担当責任者 

IDM は予定通り開催できています。一部変更等

ありますが、今後も予定をしっかりとお伝えし

ていこうと思います。 

 ニコＢＯＸ 廣瀬泰輔担当責任者 

 日頃からニコボックスへのご協力をありがとう

ございます。活動計画に従いながらいろいろご

指導頂き、出来る限り失礼のないよう、また快

く投函して頂ける様半年間頑張って来ました。

今後共よろしくお願い致します。 

・職業奉仕委員会 竹内巧治委員長 

 3 月 8 日に職場例会を実施する予定です。郡上

市地域包括支援センターの方に、介護や福祉の

お話をお聞きするということで、郡上市役所会

議室で行います。 

・社会奉仕委員会 野田三津雄委員長 

 8 月に慈恵中央病院の盆踊りバザーに協力、10

月に郡上警察署の美化活動を実施しました。Ａ

ＥＤの貸出しは、現在までに 6回貸出しました、 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 酒井智義委員長 

 青少年奉仕関係は、上期ですべて終了しました。

今年初めての試みとして、8月に会員家族を招

いてのバーベキューと魚のつかみ取りの野外行

事を行い好評を頂きました。国際奉仕は、地区

大会への参加ということでした。 

・会員増強委員会 

 会員増強 田代東次郎担当責任者 

 今期純増 1名を目標にしていますが、今のとこ

ろ、2名の推薦があり入会を勧めて頂いている

ところです。何とか今期の内に入会して頂ける

様お願いします。 

 会員維持 村井義孝担当責任者  

 本日までに退会者はいません。今後も親睦を図

り、健康にも気を付けて頂いて退会者が出ない

ようにお願いします。 

・広報委員会 森下 光委員長 

 クラブのホームページは随時更新していますの

で皆さんもご覧下さい。あと、クラブの行事に

新聞記者に来て頂き記事にして頂いています。

慈恵病院の盆踊り大会、郡上警察署の清掃作業

です。今後も広報に努めたいと思います。 

 会報・雑誌 國田大雄担当責任者 

 クラブ会報を毎週作成し配布しています。ロー

タリーの友は毎月配布しています。 

・ロータリー財団・米山委員会 三原慎也委員 

 財団の年次寄付は、1人 150 ドルを目標にして

いますが、9月に 5名の方は 150 ドルを、その

他の方々は 1人 100 ドルを送金致しました。ポ

リオ募金は、月初めの例会で募金箱を回してい

ますが、今のところ 86,000 円ほどになりました。

米山奨学会へは、今年度 1人 4,000 円の普通寄

付をしました。 

 

・西川 昇会長 

ただ今は、各委員会

の活動中間報告をし

て頂きました。どの

委員会も、スムーズ

な運営をされている

ということで、残り

半年も計画通り進め

て頂き、年度末にはしっかりとした報告が出来

る様にお願いしたいと思いますので、よろしく

お願い致します。 

  今晩、ＩＤＭが開催されますが、テーマは職

業奉仕ということです。今月は職業奉仕月間で

すので、ガバナー月信・ロータリーの友には特

集が組まれています。皆さんご購読頂き、今晩

のＩＤＭでの勉強会にいかして頂ければと思い

ます。 

 


