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第 2157 回 

       

  

 

 

 

＜前回の記録

第 2540 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

 

１ 月のお 祝

会員誕生日 

  1 日 小板慶一会員

  8 日 岩尾

 10 日 竹内巧治会員

結婚記念日 

 20 日 田代東次郎・はつ江ご夫妻

夫人誕生日 

  2 日 岩出香世子様

  9 日 渡邉恵美子様

1 分間スピーチ

気を付けていきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。

＜本日のプログラム＞

第 2541 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 30 年

        新年互礼会

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

「ロータリーの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

祝 平岩憲政親睦委員長

 

小板慶一会員   

岩尾 誠会員・松本英樹会員

竹内巧治会員  

 

田代東次郎・はつ江ご夫妻

 

岩出香世子様   

渡邉恵美子様  

分間スピーチ 渡邉 

気を付けていきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

＜本日のプログラム＞

回 平成 30 年

     アッセンブリー

        各委員会活動中間報告

 

 

            

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 11 日

新年互礼会 

肇 SAA 

昇会長 

国歌「君が代」・奉仕の理想

修情報担当責任者

「ロータリーの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

平岩憲政親睦委員長

   7 日 渡邉

誠会員・松本英樹会員

   25 日 和田英人会員

田代東次郎・はつ江ご夫妻

   4 日 國田美智子様

   25 日 森下利子様

 剛会員 

 会員誕生日と夫人誕生日

のお祝をありがとうござい

ました。75

齢者となりました。クラブ

の中にも何人か同級生がい

ますが、交通事故と健康に

気を付けていきたいと思います。どうぞよろしくお

＜本日のプログラム＞  

年 1月 18 日 

アッセンブリー 

各委員会活動中間報告

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  

国歌「君が代」・奉仕の理想 

担当責任者 

「ロータリーの目的」朗読・「四つのテスト」唱和

平岩憲政親睦委員長 

渡邉 剛会員

誠会員・松本英樹会員 

和田英人会員

田代東次郎・はつ江ご夫妻 

國田美智子様

森下利子様 

会員誕生日と夫人誕生日

のお祝をありがとうござい

75 歳になり後期高

齢者となりました。クラブ

の中にも何人か同級生がい

ますが、交通事故と健康に

気を付けていきたいと思います。どうぞよろしくお

 第 3 木曜日

各委員会活動中間報告 

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 

剛会員 

和田英人会員 

國田美智子様 

 

会員誕生日と夫人誕生日

のお祝をありがとうござい

歳になり後期高

齢者となりました。クラブ

の中にも何人か同級生がい

ますが、交通事故と健康に

気を付けていきたいと思います。どうぞよろしくお

出 席 報

 

ニ コＢＯ

・明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。

・新年、明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。

・新年おめでとうございます。皆さんに支えて戴

きここまで来ましたので、白寿の誕生と、

の皆出席に向かって頑張ってみますので、尚一

層の御力添えをお願いします。

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。

・明けまして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。

・結婚記念日のお祝をありがとう。

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

・明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。

 遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

 平岩憲政・廣瀬泰輔・

 川井昭司・國田大雄・松森

 水上成樹・森下

 小笠原正道・奥村芳弘・酒井智義・坂本

 澤崎

 山川直保・山下友幸

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

出 席 報 告 

ニ コＢＯ Ｘ 

明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。

・新年、明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。

・新年おめでとうございます。皆さんに支えて戴

きここまで来ましたので、白寿の誕生と、

の皆出席に向かって頑張ってみますので、尚一

層の御力添えをお願いします。

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。

・明けまして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。

渡邉 剛・岩尾

・結婚記念日のお祝をありがとう。

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

岩出明喜・國田大雄・渡邉

・明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

平岩憲政・廣瀬泰輔・

川井昭司・國田大雄・松森

水上成樹・森下

小笠原正道・奥村芳弘・酒井智義・坂本

澤崎 茂・和田詠伸・和田英人・渡邉

山川直保・山下友幸

会員数 

名(免除 2名) 

＜次回の予定＞

第 2542 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

 畑中伸夫担当責任者

 廣瀬泰輔担当責任者

明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。

・新年、明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。

・新年おめでとうございます。皆さんに支えて戴

きここまで来ましたので、白寿の誕生と、

の皆出席に向かって頑張ってみますので、尚一

層の御力添えをお願いします。

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

しくお願いします。        

・明けまして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。

剛・岩尾 誠・竹内巧治・和田英人

・結婚記念日のお祝をありがとう。

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

岩出明喜・國田大雄・渡邉

・明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・河合

川井昭司・國田大雄・松森

水上成樹・森下 光・村井義孝・西村

小笠原正道・奥村芳弘・酒井智義・坂本

茂・和田詠伸・和田英人・渡邉

山川直保・山下友幸 

出席 補正

 32 名 2

＜次回の予定＞ 

平成 30 年 1 月

会員卓話 

      川井昭司会員・村土時男会員

       

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

畑中伸夫担当責任者 

廣瀬泰輔担当責任者 

明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。     

・新年、明けましておめでとうございます。今年

もよろしくお願いします。     

・新年おめでとうございます。皆さんに支えて戴

きここまで来ましたので、白寿の誕生と、

の皆出席に向かって頑張ってみますので、尚一

層の御力添えをお願いします。  大畑於左武

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

        

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

       

・会員誕生日のお祝をありがとう。 

誠・竹内巧治・和田英人

・結婚記念日のお祝をありがとう。 田代東次郎

・夫人誕生日のお祝をありがとう。 

岩出明喜・國田大雄・渡邉 剛・森下

・明けましておめでとうございます。本年もよろ

しくお願い申し上げます。 

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

岩出明喜・河合

川井昭司・國田大雄・松森 薫・三原慎也

光・村井義孝・西村

小笠原正道・奥村芳弘・酒井智義・坂本

茂・和田詠伸・和田英人・渡邉

補正 合計 

2 名 34 名 

月 25 日 第

川井昭司会員・村土時男会員

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

明けましておめでとうございます。本年もよろ

     西川 昇 

・新年、明けましておめでとうございます。今年

     岩尾 誠 

・新年おめでとうございます。皆さんに支えて戴

きここまで来ましたので、白寿の誕生と、38 年

の皆出席に向かって頑張ってみますので、尚一

大畑於左武 

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

        小板慶一 

・明けましておめでとうございます。今年もよろ

 村土時男 

誠・竹内巧治・和田英人 

田代東次郎 

剛・森下 光 

・明けましておめでとうございます。本年もよろ

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林 健吉 

岩出明喜・河合 修 

薫・三原慎也 

光・村井義孝・西村 肇 

小笠原正道・奥村芳弘・酒井智義・坂本 仁 

茂・和田詠伸・和田英人・渡邉 剛 

 出席率 

 91.9％ 

第 4 木曜日 

川井昭司会員・村土時男会員 

 

 

 

 



幹 事 報 告

・国際ﾛｰﾀﾘｰより、ﾛｰﾀﾘｰグローバルリワード新ア

プリの案内

・日本事務局経理室より、

・日本事務局業務推進・資料室より、職業奉仕月

間リソースの案内

・地区会員増強委員会より、新会員研修セミナー

開催の案内

・地区職業奉仕委員会より、職業奉仕セミナー開

催の案内 

・各務原中央

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第

大会」開催の案内

＜拝受＞ 

・日本事務局財団室より

号」 

・ガバナー事務所ほかより

・関中央 RC

・不破 RC より

・フィリピン育英会バギオ基金より

より No.64 

・郡上市役所より

 

委 員会報 告

・河合 修情報担当責任者

 今月の IDM

 日時：1月

 場所：みはらや

 ホスト：野田三津雄

 講師：和田詠伸

 その他義務出席者：羽田野優男・平岩憲政

          

・水上成樹ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

 ポリオの募金箱を回しますので

ます。 

 

会 長の時 間

た。青少年奉仕委員会による夏の野外行事、社会

奉仕委員会による慈恵中央病院の盆踊りと郡上警

察署においての奉仕作業を行いましたが、どの行

事も天候に恵まれ、事故怪我もなく終えることが

出来ましたことは、皆さんの御協力のおかげと感

謝申し上げます。また、忘年例会では多くの御家

族にご参加頂き、ビンゴの景品の用意など、親睦

委員会の皆さんには大変お骨折り頂き有り難うご

ざいました。この後、水車の会、年度末懇親会な

告 岩尾 誠

国際ﾛｰﾀﾘｰより、ﾛｰﾀﾘｰグローバルリワード新ア

プリの案内 

・日本事務局経理室より、

・日本事務局業務推進・資料室より、職業奉仕月

間リソースの案内 

・地区会員増強委員会より、新会員研修セミナー

開催の案内 

・地区職業奉仕委員会より、職業奉仕セミナー開

 

・各務原中央 RC より、例会変更のお知らせ

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第

大会」開催の案内 

・日本事務局財団室より

・ガバナー事務所ほかより

RC より、IM 報告書

より、週報 

・フィリピン育英会バギオ基金より

No.64 」 

・郡上市役所より、「広報郡上

告 

修情報担当責任者

IDM の案内 

月 18 日(木)午後

場所：みはらや    

ホスト：野田三津雄  

講師：和田詠伸    

その他義務出席者：羽田野優男・平岩憲政

          山下友幸・酒井智義

・水上成樹ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長

ポリオの募金箱を回しますので

間 西川 昇会長

た。青少年奉仕委員会による夏の野外行事、社会

奉仕委員会による慈恵中央病院の盆踊りと郡上警

察署においての奉仕作業を行いましたが、どの行

事も天候に恵まれ、事故怪我もなく終えることが

出来ましたことは、皆さんの御協力のおかげと感

謝申し上げます。また、忘年例会では多くの御家

族にご参加頂き、ビンゴの景品の用意など、親睦

委員会の皆さんには大変お骨折り頂き有り難うご

ざいました。この後、水車の会、年度末懇親会な

誠幹事 

国際ﾛｰﾀﾘｰより、ﾛｰﾀﾘｰグローバルリワード新ア

・日本事務局経理室より、1月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ

・日本事務局業務推進・資料室より、職業奉仕月

・地区会員増強委員会より、新会員研修セミナー

・地区職業奉仕委員会より、職業奉仕セミナー開

より、例会変更のお知らせ

・ﾛｰﾀﾘｰ囲碁同好会より、「第 19 回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁

・日本事務局財団室より、「財団室ニュース

・ガバナー事務所ほかより、年賀状

報告書 

・フィリピン育英会バギオ基金より

「広報郡上 1月号」

修情報担当責任者 

午後 6時 30 分より

    テーマ：職業奉仕

  議題提供者：竹内巧治

    記録：和田英人

その他義務出席者：羽田野優男・平岩憲政

山下友幸・酒井智義

・水上成樹ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長 

ポリオの募金箱を回しますのでご協力

昇会長 

改めまして、明

けましておめでと

うございます。

年もよろしくお願

い致します。

昨年

に就任し、あっと

言う間の半年でし

た。青少年奉仕委員会による夏の野外行事、社会

奉仕委員会による慈恵中央病院の盆踊りと郡上警

察署においての奉仕作業を行いましたが、どの行

事も天候に恵まれ、事故怪我もなく終えることが

出来ましたことは、皆さんの御協力のおかげと感

謝申し上げます。また、忘年例会では多くの御家

族にご参加頂き、ビンゴの景品の用意など、親睦

委員会の皆さんには大変お骨折り頂き有り難うご

ざいました。この後、水車の会、年度末懇親会な

国際ﾛｰﾀﾘｰより、ﾛｰﾀﾘｰグローバルリワード新ア

月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 

・日本事務局業務推進・資料室より、職業奉仕月

・地区会員増強委員会より、新会員研修セミナー

・地区職業奉仕委員会より、職業奉仕セミナー開

より、例会変更のお知らせ 

回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁

「財団室ニュース 1月

年賀状 

・フィリピン育英会バギオ基金より、「バギオだ

月号」 

分より 

テーマ：職業奉仕 

議題提供者：竹内巧治

記録：和田英人 

その他義務出席者：羽田野優男・平岩憲政 

山下友幸・酒井智義 

ご協力お願いし

改めまして、明

けましておめでと

うございます。今

年もよろしくお願

い致します。 

昨年 7月に会長

に就任し、あっと

言う間の半年でし

た。青少年奉仕委員会による夏の野外行事、社会

奉仕委員会による慈恵中央病院の盆踊りと郡上警

察署においての奉仕作業を行いましたが、どの行

事も天候に恵まれ、事故怪我もなく終えることが

出来ましたことは、皆さんの御協力のおかげと感

謝申し上げます。また、忘年例会では多くの御家

族にご参加頂き、ビンゴの景品の用意など、親睦

委員会の皆さんには大変お骨折り頂き有り難うご

ざいました。この後、水車の会、年度末懇親会な

国際ﾛｰﾀﾘｰより、ﾛｰﾀﾘｰグローバルリワード新ア

・日本事務局業務推進・資料室より、職業奉仕月

・地区会員増強委員会より、新会員研修セミナー

・地区職業奉仕委員会より、職業奉仕セミナー開

回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁

月

「バギオだ

議題提供者：竹内巧治 

お願いし

改めまして、明

けましておめでと

今

年もよろしくお願

月に会長

に就任し、あっと

言う間の半年でし

た。青少年奉仕委員会による夏の野外行事、社会

奉仕委員会による慈恵中央病院の盆踊りと郡上警

察署においての奉仕作業を行いましたが、どの行

事も天候に恵まれ、事故怪我もなく終えることが

出来ましたことは、皆さんの御協力のおかげと感

謝申し上げます。また、忘年例会では多くの御家

族にご参加頂き、ビンゴの景品の用意など、親睦

委員会の皆さんには大変お骨折り頂き有り難うご

ざいました。この後、水車の会、年度末懇親会な

どがありますがよろしくお願いします。その他の

委員会の

り計画を進めて頂きたいと思います。私も一生懸

命務めさせて頂くつもりです

致します

 

新 年の抱

・体調管理をして、今年は願いが叶う様、行動し

たいと思います。

・あと半年、皆さんの足をひっぱらないように、

また健康に気をつ

・血圧とコレステロールの薬をしっかり飲んで、

体調管理をしっかりしていきたいと思います。

・去年から母が農作業を

年から私が代わりにやってみようと思います。

あと、昨年目の手術をしたので、今年は健康に

気を

・あと半年、

体調は良いのですが可動範囲が狭くなったので、

ストレッチをして、ゴルフももう少しうまくな

ればと思います。

・今年満九十歳になります。私は三十年周期説を

唱えており、今年から少しずつ良くなり、オリ

ンピックの頃はさらに良くなると思いますので

頑張って下さい。

・正月早々体重が増えまして、元に戻したいと思

います。今年度、情報委員長を務めさせて頂い

ていますが、

しっかり勉強したいと思います。

・昨年は耳にトラブルを抱え、今までと違う生活

を余儀なくさせられ、皆さんにもご迷惑をおか

けしました。病気ですが、病人にならないよう

にしたいと思います。

・現在会長エレクトで、あと半年後にはいよいよ

本番ということで、西川会長の背をしっかり見

て勉強したいと思います。

・去年は

けばと思います。会社の方は創業

とで節目を越えました。まだまだこれからだと

思いますので、健康に気をつけて頑張りたいと

思います。

・去年は自分の時間の使い方が下手だったと思い

ますので、今年は

張っていこうと思います。

・去年の暮れに体調を崩したので気をつけたいと

思います。仕事は前向きに取り組んでいきたい

と思います。

・私が設立した会社はちょうど

た。今度はまた何かをと思って

培を思い付きましたが、管理が下手でなかなか

上手くいきません。今年こそはと思っています。

どがありますがよろしくお願いします。その他の

委員会の皆さんもあと半年あ

り計画を進めて頂きたいと思います。私も一生懸

命務めさせて頂くつもりです

致します。 

新 年の抱 負 

・体調管理をして、今年は願いが叶う様、行動し

たいと思います。

・あと半年、皆さんの足をひっぱらないように、

また健康に気をつ

・血圧とコレステロールの薬をしっかり飲んで、

体調管理をしっかりしていきたいと思います。

・去年から母が農作業を

年から私が代わりにやってみようと思います。

あと、昨年目の手術をしたので、今年は健康に

気をつけたいと思います。

・あと半年、SAA

体調は良いのですが可動範囲が狭くなったので、

ストレッチをして、ゴルフももう少しうまくな

ればと思います。

・今年満九十歳になります。私は三十年周期説を

唱えており、今年から少しずつ良くなり、オリ

ンピックの頃はさらに良くなると思いますので

頑張って下さい。

・正月早々体重が増えまして、元に戻したいと思

います。今年度、情報委員長を務めさせて頂い

ていますが、

しっかり勉強したいと思います。

・昨年は耳にトラブルを抱え、今までと違う生活

を余儀なくさせられ、皆さんにもご迷惑をおか

けしました。病気ですが、病人にならないよう

にしたいと思います。

・現在会長エレクトで、あと半年後にはいよいよ

本番ということで、西川会長の背をしっかり見

て勉強したいと思います。

・去年は 2回ほど手術をし、リハビリが上

けばと思います。会社の方は創業

とで節目を越えました。まだまだこれからだと

思いますので、健康に気をつけて頑張りたいと

思います。            

・去年は自分の時間の使い方が下手だったと思い

ますので、今年は

張っていこうと思います。

・去年の暮れに体調を崩したので気をつけたいと

思います。仕事は前向きに取り組んでいきたい

と思います。

・私が設立した会社はちょうど

た。今度はまた何かをと思って

培を思い付きましたが、管理が下手でなかなか

上手くいきません。今年こそはと思っています。

どがありますがよろしくお願いします。その他の

皆さんもあと半年あ

り計画を進めて頂きたいと思います。私も一生懸

命務めさせて頂くつもりです

 

・体調管理をして、今年は願いが叶う様、行動し

たいと思います。        

・あと半年、皆さんの足をひっぱらないように、

また健康に気をつけていきたいと思います。

・血圧とコレステロールの薬をしっかり飲んで、

体調管理をしっかりしていきたいと思います。

・去年から母が農作業を出来なくなったので、今

年から私が代わりにやってみようと思います。

あと、昨年目の手術をしたので、今年は健康に

けたいと思います。

SAA の仕事を全うしたいと思います。

体調は良いのですが可動範囲が狭くなったので、

ストレッチをして、ゴルフももう少しうまくな

ればと思います。         

・今年満九十歳になります。私は三十年周期説を

唱えており、今年から少しずつ良くなり、オリ

ンピックの頃はさらに良くなると思いますので

頑張って下さい。         

・正月早々体重が増えまして、元に戻したいと思

います。今年度、情報委員長を務めさせて頂い

ていますが、皆さんと共に

しっかり勉強したいと思います。

・昨年は耳にトラブルを抱え、今までと違う生活

を余儀なくさせられ、皆さんにもご迷惑をおか

けしました。病気ですが、病人にならないよう

にしたいと思います。       

・現在会長エレクトで、あと半年後にはいよいよ

本番ということで、西川会長の背をしっかり見

て勉強したいと思います。

回ほど手術をし、リハビリが上

けばと思います。会社の方は創業

とで節目を越えました。まだまだこれからだと

思いますので、健康に気をつけて頑張りたいと

            

・去年は自分の時間の使い方が下手だったと思い

ますので、今年は公私とも時間を上手く使い頑

張っていこうと思います。

・去年の暮れに体調を崩したので気をつけたいと

思います。仕事は前向きに取り組んでいきたい

と思います。           

・私が設立した会社はちょうど

た。今度はまた何かをと思って

培を思い付きましたが、管理が下手でなかなか

上手くいきません。今年こそはと思っています。

どがありますがよろしくお願いします。その他の

皆さんもあと半年ありますので、しっか

り計画を進めて頂きたいと思います。私も一生懸

命務めさせて頂くつもりですのでよろしくお願い

・体調管理をして、今年は願いが叶う様、行動し

         

・あと半年、皆さんの足をひっぱらないように、

けていきたいと思います。

・血圧とコレステロールの薬をしっかり飲んで、

体調管理をしっかりしていきたいと思います。

出来なくなったので、今

年から私が代わりにやってみようと思います。

あと、昨年目の手術をしたので、今年は健康に

けたいと思います。     

の仕事を全うしたいと思います。

体調は良いのですが可動範囲が狭くなったので、

ストレッチをして、ゴルフももう少しうまくな

         

・今年満九十歳になります。私は三十年周期説を

唱えており、今年から少しずつ良くなり、オリ

ンピックの頃はさらに良くなると思いますので

         

・正月早々体重が増えまして、元に戻したいと思

います。今年度、情報委員長を務めさせて頂い

皆さんと共にロータリーのことを

しっかり勉強したいと思います。  

・昨年は耳にトラブルを抱え、今までと違う生活

を余儀なくさせられ、皆さんにもご迷惑をおか

けしました。病気ですが、病人にならないよう

       

・現在会長エレクトで、あと半年後にはいよいよ

本番ということで、西川会長の背をしっかり見

て勉強したいと思います。     

回ほど手術をし、リハビリが上

けばと思います。会社の方は創業 70 年というこ

とで節目を越えました。まだまだこれからだと

思いますので、健康に気をつけて頑張りたいと

            

・去年は自分の時間の使い方が下手だったと思い

公私とも時間を上手く使い頑

張っていこうと思います。     

・去年の暮れに体調を崩したので気をつけたいと

思います。仕事は前向きに取り組んでいきたい

           

・私が設立した会社はちょうど 20 周年を迎えまし

た。今度はまた何かをと思って、椎茸の菌床栽

培を思い付きましたが、管理が下手でなかなか

上手くいきません。今年こそはと思っています。

どがありますがよろしくお願いします。その他の

りますので、しっか

り計画を進めて頂きたいと思います。私も一生懸

のでよろしくお願い

・体調管理をして、今年は願いが叶う様、行動し

 西川 昇 

・あと半年、皆さんの足をひっぱらないように、

けていきたいと思います。 

岩尾 誠 

・血圧とコレステロールの薬をしっかり飲んで、

体調管理をしっかりしていきたいと思います。 

水上成樹 

出来なくなったので、今

年から私が代わりにやってみようと思います。

あと、昨年目の手術をしたので、今年は健康に

     村土時男 

の仕事を全うしたいと思います。

体調は良いのですが可動範囲が狭くなったので、

ストレッチをして、ゴルフももう少しうまくな

         西村 肇 

・今年満九十歳になります。私は三十年周期説を

唱えており、今年から少しずつ良くなり、オリ

ンピックの頃はさらに良くなると思いますので

         澤崎 茂 

・正月早々体重が増えまして、元に戻したいと思

います。今年度、情報委員長を務めさせて頂い

ロータリーのことを

  河合 修 

・昨年は耳にトラブルを抱え、今までと違う生活

を余儀なくさせられ、皆さんにもご迷惑をおか

けしました。病気ですが、病人にならないよう

       川井昭司 

・現在会長エレクトで、あと半年後にはいよいよ

本番ということで、西川会長の背をしっかり見

     林 健吉 

回ほど手術をし、リハビリが上手くい

年というこ

とで節目を越えました。まだまだこれからだと

思いますので、健康に気をつけて頑張りたいと

            森下 光 

・去年は自分の時間の使い方が下手だったと思い

公私とも時間を上手く使い頑

     國田大雄 

・去年の暮れに体調を崩したので気をつけたいと

思います。仕事は前向きに取り組んでいきたい

           奥村芳弘 

周年を迎えまし

、椎茸の菌床栽

培を思い付きましたが、管理が下手でなかなか

上手くいきません。今年こそはと思っています。 

山川直保 

 

 

 

 



・仕事の現場に立たなければならない事情ができ、

忙しくしていますが、夏過ぎ頃には社内を一度

リセットして出直し、来年の今頃はよいご報告

が出来ればと思っています。    山下友幸 

・ロータリアンで有り続ける条件として、自身の

健康と職業の健全性ということが言われていま

すので、2ヵ月ごとの健診と、会社は去年 50 周

年を迎えましたので、今後もしっかりとやって

いきたいと思います。      羽田野優男 

・去年後期高齢者に突入したので静かにしようと

思っていましたが、やはり今年は皆さんの若い

エネルギーを頂きたいと思いますので、お付き

合いの程よろしくお願い致します。 村井義孝 

・人工透析を始めて今年で 7年目に入ります。上

手に病気と付き合って、ワンダフルな 1年にし

たいと思います。         遠藤主税 

・皆さんに支えて頂いて、今年の秋には白寿の誕

生日を迎えます。白菜になってもキムチになら

ぬよう何とか頑張りたいと思います。また、38

年の皆出席に向けて、一つ一つ積み重ねていき

たいと思います。        大畑於左武 

・先ほど、結婚記念日のお祝を頂きましたが、来

年は 50 周年になります。これからも仲良く頑張

りたいと思います。       田代東次郎 

・お陰さまで今のところ健康面は何も問題ありま

せん。今年もきっと何か良い事があるという気

持ちで頑張りたいと思います。   渡邉 剛 

・今年こそはダイエットをと思い、新しい靴を 2

足も買ってウォーキングを 3日しましたが、そ

の後インフルエンザに罹りました。７月からは

幹事ですので、あまり無理をせず健康に気をつ

けて頑張りたいと思います。    和田英人 

・年末に運転をしていて左側の側石に車をぶつけ、

正月に電車に乗っていたら前に座っている人か

らどうぞと席を譲られ年を感じました。年を取

るのも悪くないと思う様になりましたが、事故

には気をつけたいと思います。   竹内巧治 

・正月に久しぶりにスキーをしたら、1回で足腰

がぐらぐらになったので、日頃から運動をしな

ければと思いました。仕事の方は、事務所が 5

回目の更新をし 25 年になりましたので、何とか

今後もクラブに居られるよう頑張りたいと思い

ます。              和田詠伸 

・3・4 日おきに二日酔いで体調を崩しています。

昨年 7年の出席表彰を頂きましたので、ロータ

リーのことをもっと勉強し、また仕事の方でも

頑張りたいと思います。      平岩憲政 

・昨年 11 月に入院し、クラブと皆さんからもご心

配をして頂き有り難うございました。今後はか

らだと相談しながら、無理をせず、ゆっくりゆ

っくりといきたいと思います。  小笠原正道 

・年末に風邪を引き、その後膀胱炎になり、始め

て酒なしの年末年始でした。ジャネーの法則と

いうのがありますが、6歳の子供の 1年が私た

ちの 1ヶ月分くらいという感覚のことです。こ

れを防ぐには日頃から同じことを繰り返すので

はなく、新しいことを考えるとよいそうです。 

 仕事の方は、今年は節目の年になりそうです。 

酒井智義 

・健康第一に過ごしたいと思います。仕事の方は、

前年度統計をとりましたら、泊まり客の 1割 5

分が外国人でしたので、スマホを駆使して、外

国人とのコミュニケーションを取る様にしたい

と思います。           三原慎也 

・去年までは、人事のことでストレスが溜まって

いましたが、暮れに突破口が見つかり、現在は

ストレスフリーになりました。仕事を楽しく感

じる様になりました。今年は変化の年にしたい

と思います。           坂本 仁 

・今年も昨年同様元気で酒の配達をし、バスの運

転をあと 3カ月ですが安全に気をつけてするこ

とと、今年も会員の皆さんに遊んで頂きたいと

思いますのでお願いします。    畑中伸夫 

・去年も体重を減らすと言ったと思いますが、去

年よりさらに 5％ほど増え、過去最高となりま

した。今年は実行するのみです。とりあえず、2

キロくらい歩こうと思います。   松森 薫 

・今まで、先輩方が健康のことを言ってみえるの

を聞いていましたが、昨年初めて健康診断で痩

せるようにと言われ、私もそんな年になったと

思いました。健康に気をつけたいと思います。

廣瀬泰輔 

 

 

 

今後の例会予定 

 

 2 月 1 日(木) 会員卓話(山下会員) 

お祝・理事会 

   8 日(木) 会員卓話(平岩会員・三原会員) 

 

   15 日(木) ロータリー理解講座 

         (河合情報委員長)   IDM 

   22 日(木) 会員卓話(奥村会員) 

 

 3 月 1 日(木) 会員卓話(松森会員・羽田野会員) 

お祝・理事会 

    8 日(木) 職場例会 

(郡上市文化センター４F第2会議室) 

 

   15 日(木) 会員卓話(和田会員・田代会員) 

 

   22 日(木) 外来卓話(未定) 

 

   29 日(木) 休会(定款により) 

 

＊3 月の IDM は 20 日(火)となります。 

 


