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例会日：毎週木曜日 12時 30 分              会    長   ： 林 健吉 

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野 67(八幡建設２F)      副 会 長    : 岩尾 誠 
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     URL:http://gujohachiman-rc.com/       会報担当者  ： 廣瀬泰輔・渡邉 剛 

2018 年度国際ロータリー会長：バリー・ラシン(EastNassau ロータリークラブ・バハマ) 

2018 年度国際ロータリーテーマ：Be The Inspiration (インスピレーションになろう) 

             

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 2568回 平成 30年 7月 26日 木曜日  

    総会 

  （平成 29年度事業報告・会計報告） 

 

司 会 進 行 前田伊三夫 SAA 

点 鐘 林 健吉会長 

ソ ン グ 郡上八幡ロータリーの歌 

出 席 表 彰 岩尾 誠副会長 

 6年 岩出明喜会員 

出 席 報 告 竹内巧治担当責任者 

ニコＢＯＸ 國田大雄クラブ奉仕委員 

・本日の総会、事業報告、会計報告 宜しくお願い

します。              林 健吉 

・本日の総会、事業報告 宜しくお願いします。     

和田英人 

・平成 29 年度事業報告、会計報告 よろしくお願い

します。              西川 昇 

・本日、前年度事業報告 前役員の方々 ご苦労様

でした。              和田詠伸 

・出席表彰をしていただき、ありがとう。岩出明喜 

・IDM 出席の皆さん、よろしくお願いします。 

                  小笠原正道 

・平成 29 年度事業報告、会計報告 宜しくお願いし

ます。 

  廣瀬泰輔・岩尾 誠・國田大雄・前田伊三夫 

  松本英樹・三原慎也・森下 光・村井義孝 

  大川達也・坂本 仁・竹内巧治・田代東次郎 

  渡邉 剛・山川直保・山下友幸 

幹 事 報 告 和田英人幹事 

・RI 日本事務局より、例会休会と出席率計算・出席

免除について 

・地区大会事務所より、2018－19 年度 地区大会の

ご案内、クラブ活動パネルのお願い 

・米山記念奨学会より、普通寄付金申告用領収証の

申請について 

・地区事務所より、7月 29日セミナー会場行き シ

ャトルバスご利用のお願い 

・可児昌則ガバナー補佐より、災害お見舞い 

・新湊 RCより、「2018－19 年度 クラブ活動計画

書」拝受 

委員会報告  

・小笠原正道情報担当責任者 

本日の IDMの案内 

会長の時間 林 健吉会長 

先週のガバナー公式訪問、

ご苦労様でした。前から気

になっておりました、RI会

長のテーマ「インスピレー

ションになろう」とはどう

いう意味なのか疑問に思っていましたが、木村ガ

バナーが上手く説明されましたので、皆さんもお

分かりになったと思います。亡くなられた服部パ

ストガバナーが「燃えよロータリアン」という名

訳をされたそうです。そういうお話を聞いて、私

も頑張らないといけないなという気持ちになりま

した。私が会長に就任した時、会長方針として「例

会を楽しくしよう」ともう一つ「会員増強」を挙

げさせて頂きました。この「例会を楽しくする」

にはどうしたらいいのか、色々考えておりました。

嬉しいことがあった時、皆さんからニコ BOXに投

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

40名(免除 1名) 31名 5名 36名 92.3％ 

＜次回の予定＞  

第 2570 回 平成 30 年 8月 9 日 第 2 木曜日 

   物故者法要 

   法音寺 郡上八幡支院 渡辺義彰様 

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2569 回 平成 30 年 8月 2 日 第 1 木曜日 

  50周年記念事業打合せ 

     (羽田野実行委員長・林会長) 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  



函して頂いておりますが、これをもう少し取り上

げてみんなで喜びを共有しようということで、報

告して祝って頂こうと思います。可児ガバナー補

佐がみえました時“回転ずしの横にルタンという

ケーキ屋をオープンしました”ということで、私

はニコ BOXに投函させて頂きました。この例のよ

うに、会長の時間を使って皆さんに報告をして喜

んで頂きたいと思っております。ルタンというケ

ーキ屋ですが、開店して 20年近くたった回転ずし

をリフォームするにあたり、パティシエである息

子の嫁の念願のお店も横に作りました。お陰様で

ケーキ屋のほうも上手くいっているようでホッと

しています。 

 それから以前、川井昭司さんからバッジのことで

お話を頂いたと思いますが、少し調べてきましたの

で報告させて頂きます。2013 年 7月 1日以降に入会

した新会員を推薦した人に、会員増強に貢献したと

してピンバッジが送られます。推薦者の人数によっ

てバッジの色が変わります。表彰に関しても調べま

した。会長賞：国際ロータリー会長が設けた要件を

達成したクラブに送られます。意義ある業績賞：ク

ラブが行った優れた社会奉仕プロジェクトを地区ガ

バナーが推薦します。奉仕部門功労者賞：ロータリ

ーの各奉仕部門に貢献したクラブ会員を会長が推薦

します。インターネットでガバナー事務所へ報告す

る必要があるようですが、また詳細を調べて報告し

たいと思います。 

 

総会(平成 29年度事業報告・会計報告)  

・平成 29年度事業報告 西川 昇直前会長 

 

皆さんのお手元に配布して

あります「クラブ活動報告書」

をご覧頂きながら前年度事

業報告をさせて頂きます。 

 

「平成 29年度会務報告」 

1．期首会員数：39 名 

  期末会員数：40 名 

2．チャーターメンバー：28 名(現在 1名在籍) 

3．新会員：2名(大川達也君・長尾信幸君 4/5 入会) 

4．退会者：1名(遠山一男君 6/30 退会) 

5．1年間の平均出席率：94.67% 

6．ニコ BOX 年間集計額：1,391,006 円 

(内預金利息 6円) 

7．ロータリー財団送金額：603,574円 

            (5,524.76㌦) 

・年次寄付…3,400 ㌦(34名×100㌦) 

      750㌦(河合会員・川井会員 

    水上会員・森下会員・酒井会員×150㌦） 

・ポリオプラス：100万㌦食事差益…111.82㌦ 

        例会時募金箱…1,262.94 ㌦ 

8．P.H.F達成者：大畑於左武会員(マルチプル 7) 

        田代東次郎会員(マルチプル1) 

9．米山奨学会寄付額：普通寄付金…156,000 円 

              (年額＠4,000×39) 

10．地区大会受賞記録：なし 

11．交換バナー：なし 

12．義援金送金：台湾東部地震災害義援金…24,000 円 

「主な行事・活動」を読み上げます。(記載は省略) 

「理事会記録」「例会記録」「委員会活動報告」

は各自ご覧下さい。 

・平成 29年度会計報告 和田詠伸直前会計 

平成 29年度会計収支決

算報告を致します。 

報告書 25ページからです。 

よろしくお願いします。 

(内容については記載省略) 

 

・平成 29年度会計監査報告 川井昭司会員 

  7月 12日の例会終了後、会計監査を致しました。 

 帳簿・預金通帳・証書とも、適正に処理・記帳

されていることを認めましたのでご報告させてい

ただきます。 

 

    2018－2019 年度地区大会 

 

✿会場：長良川国際会議場、岐阜都ホテル 

✿第 1日目 10月 13日(土) 

 11：30 受付・登録開始 

 12：00 大会特別委員会 

 13：10 オープニング 

     岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 

13：30 開会・点鐘 

    本会議 

    基調講演「会員基盤を整える」 

    講師：国際ロータリー第 2710地区 

        パストガバナー 西村栄時 

❣パートナープログラム❣ 14：00～16：00 

  岐阜公園周辺観光 

   (妙照寺～正法寺～岐阜市歴史博物館～華松軒) 

17：00 閉会・点鐘 

18：00 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 

    [会場：岐阜都ホテル] 

 

✿第 2日目 10月 14日(日) 

8：45 受付・登録開始 

9：00 オープニング 

9：15 開会・点鐘 

本会議 

記念講演「みんな地球に生きるひと」 

     ～日本の国際化と子どもの未来～ 

講師：歌手・エッセイスト・教育学博士 

      アグネス・チャン 

  12：30 閉会・点鐘 

 13：00 大昼食会[会場：岐阜都ホテル] 


