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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 2593回 平成 31年 1月 17日 木曜日  

     アッセンブリー 

       (各委員会活動中間報告) 

 

司 会 進 行 大川達也副 SAA 

 

点 鐘 林 健吉会長 

 

ソ ン グ それでこそロータリー 

 

出 席 報 告 竹内巧治出席担当責任者 

 

ニコＢＯＸ 國田大雄クラブ奉仕委員 

・本日のアッセンブリー よろしくお願いします。     

林 健吉 

・皆さん、おめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。          羽田野優男 

・理事、役員、各委員長の方 アッセンブリー御苦

労様。後期もよろしく。感謝。   大畑於左武 

・会員誕生日のお祝をありがとう。   松本英樹 

・結婚記念日のお祝をありがとう。   松良 努 

・出席表彰(15年)をありがとうございました。 

                   三原慎也 

・各委員会活動中間報告のアッセンブリー 

 よろしくお願いします。 

平岩憲政・岩尾 誠・國田大雄・前田伊三夫 

松本英樹・森下 光・村井義孝・西川 昇 

野田三津雄・大川達也・酒井智義・坂本 仁 

竹内巧治・田代東次郎・和田英人・山川直保 

 

幹 事 報 告 和田英人幹事 

・RI日本事務局より、2019－20年度クラブ役員登

録と 2019年度 1月クラブ請求書の予定 

・ロータリー囲碁同好会より、韓国・大邱市での

「第 20回 RI囲碁大会」のご案内 

・関中央、可児 各 RCより例会変更のお知らせ 

＜拝受＞ 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」 

226号 

・関中央、桑名北、美濃加茂 各 RCより週報 

 

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 

 本日はアッセンブリーということで、前期の反

省を踏まえて報告を頂きます。委員長を始め委員

の方には一生懸命に取り組んで頂いて、良い成果

が出ているなと喜んでおります。後期も引き続き

よろしくお願いいたします。 

 ひとつ嬉しい報告があります。新入会員の推薦 

者が一人出ました。非常に素晴らしい奉仕精神を 

持った方なので期待しています。皆さんにも協力 

して頂いて会員増強ができるといいなと思います 

ので、よろしくお願いいたします。 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

40名(免除 1名) 30名 7名 37名 94.9％ 

＜次回の予定＞ 

第 2596 回 平成 31 年 2月 7 日 第 1 木曜日 

   会員卓話  奥村芳弘会員 

         田代東次郎会員 

   

 

   会長卓話(林 健吉会長) 

 

        

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2594 回 平成 31 年 1月 24 日 第 4 木曜日 

    会員卓話  坂本 仁会員 

         山川直保会員 

          

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 



新年の抱負 （前回欠席者） 

・自分自身の健康管理を徹底することと、50周年 

記念式典の成功のために全力を尽くしたいです。

羽田野優男 

・今年も一年色々と勉強させて頂きますので、よ 

ろしくお願いいたします。     平岩憲政 

・昨年ピロリ菌が発見されまして、一週間ほど薬

を飲みましたが退治できたか分かりません。今

年も健康管理を十分にしたいです 野田三津雄 

・入会して今年で 4年目になりますが、第一生命 

で 5年を迎えられた人はいません。4月からも 

郡上八幡にいるつもりなので引き続きよろしく

お願いします。          松良 努 

・昨日、健康診断に行って来ましたが、昨年とあ 

まり変わりませんでした。スポーツセンターで 

月 50 キロくらい走っていますが、もう少し距離 

を増やそうと思います。      松本英樹 

 

アッセンブリー 各委員会活動中間報告 

・ＳＡＡ 前田伊三夫委員長 

 基本方針に基づき、活動計画の通りに仕事をこ 

なせています。活動計画にはありませんが、SAA 

で忘年会をしました。いつも忙しい係なので懇 

親ができて良かったです。 

・親睦委員会 西村 肇委員長 

 基本方針に沿って活動しています。毎月第一例

会でお祝をしているので、必ず出席して頂きた

いと思います。全会員の皆さんが楽しいことが

できればいいなと考えていますので、またご協

力をお願いします。 

・クラブ奉仕委員会 

プログラム 酒井智義担当責任者 

 年度計画で皆さんにご無理をお願いした卓話も

順調に行っております。まだこれから外来卓話

や、一人で 30分の卓話をお願いした方もみえま

すので、この後もよろしくお願いします。 

出席 竹内巧治担当責任者 

 出席報告、出席表彰を行っております。今年度

はまだ出席 100％がないので、後期に目指した

いと思います。 

 情報 小笠原正道担当責任者 

 第一例会では、ロータリーの目的の朗読と四つ

のテストの唱和を行っています。IDMも順調に

できています。 

 ニコ BOX 國田大雄クラブ奉仕委員 

 後半も活動計画通り遂行できるように頑張りま

す。 

・職業奉仕委員会 岩出明喜委員長 

 職場例会として、去年初めて和良で盛大に行う

ことができました。ありがとうございました。 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 山川直保委員長 

 青少年奉仕は３つの大会と２つの団体への支援

協力が終了しており、あと１つ駅伝大会を残す

のみです。国際奉仕では、世界社会奉仕プロジ

ェクトの理解を進める活動を行う予定です。 

・会員増強委員会 河合 修委員長 

 皆さんからの推薦がないと、この委員会は活動

ができないのでご協力をお願いします。今週末

には会員増強セミナーがありますので、また報

告いたします。そして、皆さんに会員増強の意

識を高めて頂きたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 会員増強 森下 光担当責任者 

 先ほど 1名の推薦のお話しがあったので、入会

して頂ければ今期純増 1名になりますが、他に

も身の回りに心当たりがあれば推薦して下さい。

女性会員がいないので、入会して頂けそうな方

がみえましたら推薦して下さい。 

 職業分類・選考 村井義孝担当責任者 

 推薦者がありましたので、、皆さんとも相談し

ながら職業分類をしたいと思います。 

 会員維持 川井昭司担当責任者 

 とりあえず半年、退会者が出なくてよかったな

と思います。あとの半年もよろしくお願いしま

す。 

・広報委員会 松森 薫委員長 

 会報・雑誌・広報 

 基本方針に基づいて活動しています。今年は 50

周年記念の年なので、記念事業等を地域にお知

らせします。各委員会活動を報道機関に連絡し

ますので、事前に教えて下さい。 

・ロータリー財団・米山委員会 三原慎也委員長 

 活動計画通り実施しております。財団への寄付 

 を追加で 1人 50 ドルお願いしたいので、ご協力 

をお願いします。 

 

 

   インフルエンザにご注意を！ 

 

現在インフルエンザが流行っています。 

：インフルエンザの予防法： 

 ・外出後の手洗い・うがいの徹底 

   手洗い、うがいの後に入浴して全身を洗い

流すと予防効果大 

 ・部屋の温度、湿度の管理 

   インフルエンザウィルスは乾燥した空気

を好むので、加湿器などを使用して室内温

度、湿度を調整する 

 ・免疫力、体力をつける 

   栄養バランスのよい食事を摂り、十分な睡

眠時間を確保し、適度な運動をする 

 ・混雑する場所を避ける 

   外出時はマスクを着けるなどして感染予

防をする 

 

気になる症状がある場合やインフルエンザが 

疑われる時は、医療機関を受診して下さい。 


