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第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞  

第 2563回 平成 30年 6月 21日 木曜日  

        今期各委員会活動報告 

 

司 会 進 行 西村 肇 SAA 

点 鐘 西川 昇会長 

ソ ン グ それでこそロータリー 

出 席 表 彰 畑中伸夫出席担当責任者       

2017年度下半期出席表彰者 

1 年 奥村芳弘会員   

3 年 山下友幸会員 

4 年 國田大雄会員・酒井智義会員 

 5年 松本英樹会員・竹内巧治会員 

 6年 坂本 仁会員  11 年 岩尾 誠会員 

14 年 野田三津雄会員・和田英人会員 

21 年 河合 修会員・小笠原正道会員 

23 年 和田詠伸会員  27年 渡邉 剛会員 

 29年 川井昭司会員   

30 年 田代東次郎会員 

 34年 大前正行会員   

39 年 大畑於左武会員 

 48年 澤崎 茂会員 

出 席 報 告 畑中伸夫出席担当責任者 

ニコＢＯ Ｘ 廣瀬泰輔担当責任者 

・今期各委員会活動報告ですが、1年間ご苦労様で

す。本日はよろしくお願いします。  西川 昇 

・寺脇さん、永い間有難う。お別れするのが残念で

す。               大畑於左武 

・各委員会の皆様、1年間ありがとうございました。 

また出席表彰ありがとう。      岩尾 誠 

・大畑さんにはおよびませんが、私も 34年皆出席 

です。               大前正行 

・皆さんに支えて頂き 39年間皆出席出来ました。 

 感謝。              大畑於左武 

・表彰有難うございました。知らぬ間に 50 年が過ぎ 

  ました。              澤崎 茂 

・出席表彰をして頂きありがとう。 

 奥村芳弘・山下友幸・酒井智義・國田大雄 

 竹内巧治・坂本 仁・和田英人・野田三津雄 

河合 修・和田詠伸・渡邉 剛・川井昭司 

田代東次郎 

・このあとの委員会活動報告をよろしくお願いしま

す。活動 1年間ご苦労様でした。 

 平岩憲政・廣瀬泰輔・前田伊三夫・村土時男 

 大川達也・山川直保 

幹 事 報 告 岩尾 誠幹事 

・国際ロータリー研修・開発担当部より、HP ラーニ

ングセンター新コース追加の案内 

・各務原かかみの RCより、東海北陸道グループ 

 第一回会長・幹事会について 

委員会報告 河合 修情報担当責任者 

 今晩の IDMのお知らせ 

会長の時間 西川 昇会長 

 6月 15日に郡上市青少年育成市民会議総会の開催 

がありまして、当クラブからは青少年奉仕委員の酒 

井委員長に最後の行事ということで参加して頂きま 

した。こうした出席によって、郡上八幡 RC の知名度 

を守っていけるのではないかと思っております。本 

当にご苦労様でした。 

 今日は、大変残念なご報告があります。出席免除 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

41名(免除 2名) 35名 3名 38名 97.4％ 

＜次回の予定＞  

第 2565 回 平成 30 年 7月 5 日 第 1 木曜日 

     役員就任挨拶 

     アッセンブリーに備えて 

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2564 回 平成 30 年 6月 28 日 第 4 木曜日 

   年度末引継ぎ例会・懇親会 

  （午後 6時 30分より「みはらや」にて） 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  



会員でありました遠山一男会員

が、6月 30日をもって退会した

いと退会届が提出されました。

それで、早急に本人とお会いし

まして、色々お話をさせて頂き 

ました。昨年も一度退会届を出されていて、1 年延 

ばして頂きました。今回も 50 周年まではとお願いし 

ましたが、白鳥から八幡への運転が大変困難である 

ということでした。自宅から土鈴館までの運転は大 

丈夫ですが、八幡までの長距離となると大変という 

ことと、ご家族の皆さんが大変反対をされていると 

いうことで、今回やむを得ず受理することになりま 

した。誠に残念なことでございます。御本人も皆様 

方には色々お世話になったと、今後共もよろしくお 

願いしますと是非伝えて下さいとのことでしたので、 

ご報告させて頂きます。どうもありがとうございま 

した。 

 早いもので、本日が例会場での最後の例会という 

ことで、今日は各委員会活動報告をして頂きますが、 

丁寧な報告をして頂いて、次期に向けてのアドバイ 

スになればと思いますので、よろしくお願いします。 

今期各委員会活動報告 

・ＳＡＡ 西村 肇委員長 

 活動計画通りにできました。 

 今期新たに、会長の意向で食事と親睦の時に「い

ただきます」の発声をさせて頂くことになりま

した。これは、ゲストやビジターさんがいつ食

べていいか分かりやすくするためです。 

・親睦委員会 平岩憲政委員長             

毎月のお祝は例年通り、新入会員歓迎会は 4月

に花見例会と兼ねて実施。グループ親睦ゴルフ

大会に 10月・5月に参加、月見例会は 9月に昼

の例会にて実施。親睦旅行は伊賀市で行われた

地区大会に参加後、鳥羽での宿泊。郡上長良川

RC との合同例会は、当クラブのホストで 11月

に、忘年例会は 12月に勝美屋さんにて実施。水

車の会は行く先のアンケートを取り 5 月に実施。

今年度の年度末懇親会は事務局の歓送迎会を兼

ねています。 

・クラブ奉仕委員会 村土時男委員長 

 各担当委員より活動内容を報告致します。 

 プログラム 松森 薫委員 

 計画通り有意義にできました。残りあと 1回な

のでプログラムは成功したと思っています。 

 出席 畑中伸夫担当責任者 

 基本方針が「出席率の向上。毎月 1回は 100％

の出席発表が出来ますように。」でしたが、出

来ませんでした。申し訳ございませんでした。 

 情報 河合 修担当責任者 

 実施事項としては毎月“ロータリーの目的”の

朗読、“四つテスト”の唱和を行いました。皆

さん非常に上手になられて有難かったです。 

ニコ BOX 廣瀬泰輔担当責任者 

 皆さんに投函して頂いた用紙は、発表前に一読

して内容を確認してから発表させて頂きました。

ニコ BOX の予算額を達成することができました。

ありがとうございました。 

・職業奉仕委員会 竹内巧治委員長 

 3月 8日に郡上市総合文化センター会議室で、

郡上市地域包括支援センター・鈴木様に仕事の

内容を講演して頂きました。 

・社会奉仕委員会 野田三津雄委員長 

今年から AED貸出事業を始め、8 月に AED講習

会実施、慈恵中央病院にて盆踊りバザーの支援

協力。10 月に郡上警察署・美化活動。5 月に長

良川源流の森育成事業、6月に郡上八幡中央公

園美化活動協力、郡上市図書館はちまん分館ロ

ータリー文庫贈呈式、NPO法人ぽこあぽこと岐

阜県犯罪被害者支援センターへの支援送金をし

ました。 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 酒井智義委員長 

 行事は基本方針に従って実施しました。目玉活

動として 7月 19日に夏の野外行事実施。青少年

活動協力として 7月に郡上八幡サッカー大会、

11月に少年野球大会と少年柔道大会に協賛金協

力をしました。 

・会員増強委員会 渡邉 剛委員長 

 今期、大川達也会員・長尾信幸会員に入会して

頂き 2名増強出来ましたが、遠山一男会員が退

会ということで純増 1 名となりました。 

会員増強 田代東次郎担当責任者 

 会員一人一人の自覚があってこのような結果が

出たのだと思います。ありがとうございます。 

 職業分類・選考 渡邉 剛委員長 

 新会員 2名の職業分類をして、増強して頂いた

と思います。 

 会員維持 渡邉 剛委員長 

 会員の退会を防止するということで、村井君に

もう一度説得してもらうという話もしています。 

・広報委員会 森下 光委員長 

 地域行事に積極的に参加して、ロータリーへの

理解を深めるように努めました。 

 会報・雑誌 國田大雄担当責任者 

 会報では、誤字脱字がないよう気を付け、写真

等を入れ見やすいようにしました。 

 広報 前田伊三夫担当責任者 

 地域に活動の発信ができるよう、行事の新聞掲

載を各新聞社にお願いしました。 

・ロータリー財団・米山委員会 水上成樹委員長 

 100 ドルの寄附 34名、150 ドルの寄附 5名 

 財団からは 150ドルの年次寄附を依頼されてお

り、5名の方のご協力ありがとうございました。 

 100 万ドルの食事の寄附 12,300 円 

 ポリオ撲滅募金 138,924 円 月初めに募金箱

を回し、一人 3,000円の目標を上回る金額が集

まりました。               

米山奨学会の寄附 当クラブは年額一人 4,000

円で 156,000円の送金をしました。以上です。 


