WEEKLK REPORT
2020～2021

2020 年 7 月 16 日(木)～2020 年 7 月 29 日(水)

先回例会の記録
第 3236 回 2020 年 7 月 17 日（金）晴れ
《 クラブアッセンブリⅡ 》

ロータリーソング
ソングリーダー

ゲ

奉仕の理想
猪飼充利君

ゲスト並びにビジター紹介
寺島淳一副会長
ス ト並びビジターはいらっしゃいません。

会 長 挨 拶
滝川林一会長
先週、神野大地さんと走るランニング教室の実
行委員会を教育関係・社会奉仕委員・三役で募集
方法・参加者数など協議しました。これからは「委
員会」よろしくお願いします。
地区から「熊本豪雨災害」義援金の案内が来て
おります。
最近クレヨンや色鉛筆で「はだいろ」の表示があ
りません。「だいだい」「ペールオレンジ」等に変っ
て居るそうです。肌の色は一つでは無いからで、適
当ではないとの事。世の中肌の色や民族の違いで
トラブルが起きています。

先に行った広島・長崎の話を少しします。広島と
云えばお好み焼きと原爆です。お好みは戦後被災
者向けに市中で広まり又あの有名なソースも同じ
頃広島でお好み用に誕生しました。
原爆資料館では欧米系の人は写真を撮ったりし
て真剣に見て居るのにアジア系の人は、さっと見て
行くだけでした。ロータリーの交換生はわざわざツ
アーで広島へ行ったのを覚えて居ます。
長崎で軍艦島「端島（はしま）」へ行ったのです
が、島が元気だった頃日本初の鉄筋コンクリート造
の高層集合住宅が有り、まだあまりテレビが普及し
て居ない頃アパートの屋上にはアンテナが乱立し
て居たそうです。高給でかなり贅沢な生活をして居
た様です。今外国から強制的に連れられて来たと
云われてますが、ガイド等ではその様な話はありま
せんでした。皆様も色んな所（国）へ行かれた時、
報道の真偽を確かめて下さい。
今日はクラブアッセンブリの 2 回目です。各委員
長よろしくお願いします。

出 席 報 告
会 員 総 数 58 名
出席免除会員 18 名
本日出席会員 50 名
本日の出席率 86.62％

親睦活動委員会
6 月 19 日例会分訂正
欠 席 会 員
7名
MAKEUP 会 員
6名
訂正出席率
100％
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幹 事 報 告
1.

2.
3.
4.

堀田力男幹事
本日も先週に引き続きクラブアッセンブリ－
です、担当の委員長の皆様よろしくお願いし
ます
本日この後この会場にて臨時理事会を開催し
ます、該当の方はご出席をお願いします。
次週 24 日は祭日のため休会になります、ご注
意をお願いします。
31 日次回例会時臨時総会を行います

浅井彦治君、浅井賢次君、飯村修君、伊藤雅昭君、
伊藤哲朗君、稲垣宏高君、宇佐美三郎君、岡本康
義君、梶浦興蔵君、神谷里明君、佐藤敬治君、杦
田勝彦君、野々山勝也君、堀田正裕君、松本浩義
君、水野憲雄君、山田公男君、各委員長様クラブ
アッセンブリー 頑張って‼
ラッキー賞
宇佐美三郎君

前累計
本 日
累 計
目 標

次回例会までの行事（7/17～7/31）
第 1 回地区補助金委員会
7/17(金) 出席者：浅井彦治地区補助金委員
16 時～ ガバナー事務所会議室
7/29(火)

第 1 回地区社会奉仕委員会
出席者：加東育郎地区社会奉仕委員
16 時～ ガバナー事務所会議室

160,500 円
32,000 円
192,500 円
2,300,000 円 （ 8.37％）

委員会報告
吉田康裕親睦活動委員長
通算 100％出席表彰

ニコボックス報告
ニコボックス委員会
滝川林一会長 寺島淳一副会長 堀田力男幹事
①先週に引き続き本日は、クラブアッセンブリー
ズです。野々山クラブ奉仕委員長、進行よろしく
お願いします。②いい加減そろそろ梅雨明けして
もらいたいものです。
水野憲雄君 雨ニモマケズ コロナにもマケズ
ロータリーゴルフには完全にマケマシタ
伊藤哲朗君 先週、東京へ 3 回も行ってしまいま
した。ごめんなさい‼ 夜の街
は行っていません。
宇佐美三郎君 うさっぴー
よろしくお願いいたします。
3 位です。
浅井彦治君 昨日のゴルフ会でブービーメーカー
になりました。皆さんレベルが上がりました。私
は篠田組から破門されました。
加東育郎君 ①病み上がりでしたが、今年買った
ドライバーがあたりました。よかったです。ロー
タリーゴルフ優勝しました。②篠田先生にお世話
になりました。
山本達彦君 浅井様に頂きました。
岡本康義君、幅辰雄君、中野義光君、稲垣宏高君
その他。
浅井彦治君、猪飼充利君、伊藤聖年君、高木輝
和君、山田勝弘君 本来ならば、今年の海の日は
IAC 年次大会で大忙しでしたが、次年度持越しに
なり、佐藤実行委員長はじめ、幅実行委員長代理、
実行委員会の皆様 1 年間よろしくお願いします。

50 年
25 年
20 年
10 年
5年

浅井賢次君
寺田晏章君
伊藤幸蔵君
稲垣宏高君
長田一郎君

山本達彦君

片岡鉄クラブ広報委員長
クラブアッセンブリ原稿の早期提出にご協力いた
だきまして誠にありがとうございました。
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の基礎」を活用して新入会員
対象に勉強会を開催しロータリーの知識を深める
とともに会員相互の親睦を図ってまいります。

クラブアッセンブリⅡ

伊藤聖年会場委員長
1. 例会会場内では引き続き禁
伊藤哲朗戦略特別委員長
煙とします。
クラブとして、運営上何ら問題と
2. 例会に必要な会場設営及び
するところはありませんが、長期
付帯設備を開会３０分前に
的な視野で変えていく点があれ
は全て完了するよう努めま
ば、十分検討していきたいと思い
す。
ます。コロナ対策として、オンラ
3. 例会に先立ち、会長・幹事・
イン理事会を実験したいです。
Ｓ.Ａ.Ａ及び各委員長と連
携をとり、スピーディーな進行ができるよう
努めます。
野々山勝也クラブ奉仕委員長
4.
親睦活動委員会と協力して会員相互の親睦を
クラブ奉仕委員会は、五大奉仕
図ると共に、来訪されたゲスト及びビジター
の最初に位置づけられ、クラブ
の方々が打ち解けた気持ちで過ごしていただ
運営の根幹をなすものであり、
ける例会運営を心掛けます。
会員の皆さんが「ロータリアン
5. 新年初例会、夜間例会は有意義な例会とすべ
でいて良かった」と思ってもら
く計画立案し実行します。
えることを目標に努めます。
6. 地区補助金事業「神野大地ランニング教室
(仮)」への積極的に参画します。
1. クラブ奉仕は、親睦活動・
(プログラム)
ロータリー情報・会場・会員増強・クラブ広
1. 地区行事、クラブ例会並びに年間行事を勘案
報・ニコボックス委員会で分担して行い、自
し、年間の卓話を組み五大奉仕を具現化する
主的運営を積極的に推進します。
計画を立てます。
2. 各委員会と連携を密にし、ロータリーへの理
2. 特別月間は関連委員会の担当とし、特別月間
解と会員相互の理解と親睦、友情を深めクラ
としてふさわしい行事を実施します。
ブの繁栄と活力を一層高めるよう努力し、会
3. あまロータリークラブとの合同例会(ガバナ
長方針達成に努めます。
ー公式訪問時)を行い、ロータリー情報の交換
3. クラブ奉仕委員会の活動状況を理事会に報告
の集いとし親睦を深めます。(ガバナー公式訪
します。
問例会のホストクラブは津島ＲＣが務めま
す。)
吉田康裕親睦活動委員長
ロータリーの親睦について、 4. 新入会員及び卓話経験のない会員(前回の卓
話担当より長い期間を経過した会員)には優
「親睦と奉仕」は切っても切
先的に卓話を担当していただきます。
れない関係にあり、四つのテ
5.
卓話は会員自身によるスピーチを奨励します。
ストにも「好意と友情を深め
るか」とあるように、親睦こ
長田一郎会員増強委員長
そ奉仕の心を育てる核心だと
≪会員増強≫
されています。親睦＝
1. 地元地域社会に密着し
fellowship と読み、心の通い合う仲間とともに、
ているため、ロータリ
楽しい時間を過ごせるよう取り組んでいきます。
ーの奉仕の理想を広め、
会員増強の重要性を強
佐藤敬治ロータリー情報委員長
調する。
ロータリーの精神を正しく理解
2. クラブの職業分類表を
していただくため、ロータリー
検討し、未充填の職業
の友 等刊行物を活用してまい
分類に対して適格な会員候補者を理事会に推
ります。新入会員に対しまして
薦するよう努める。
は、ロータリー活動を理解して
3.
新会員の推薦は会員の責務である。よって会
いただくために、諸事業活動に
員増強に努力し、クラブの活性化が図れるよ
積極的に参加していただきます
うに努める。
よう要請いたします。
また、ロータリー情報研究会発行の「ロータリー
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4. 会員増強も重要であるが、さらに退会防止に
ついても各委員会と協力し、努力したい。
⚫
⚫
⚫

ニコボックスへの積極的な協力をお願いいたしま
す。

新入会員 純増 3 名程度
卓話担当 会員増強月間（8 月）にちな
み、卓話を担当する。
地区への会員増強報告

≪会員選考≫
1. 会社内、地域社会、及び業界に於いて充分な
評価を得ているか。
2. 奉仕の精神及び実践活動に求められている資
質を充分持ち合わせているか。
3. 会員として毎週の例会、及び必要な会合に出
席でき、また会員としての活動、親睦を充分
行うことができるか。
≪職業分類≫
1. 地域社会に最も適応した職業分布を調査し、
職業分類による充填・未充填の表を作成する。
2. 地元新聞、会員の通報、事業所の新設、人事
の異動など、たえず職業の分布や移動に注意
する。
3. 未充填職業分類を発表し、充填するよう会員
増強をクラブ会員に協力を求める。
4. 推薦された会員候補者を、職業分類の見地か
ら理事会に答申する。
5. 入会予定者の事前調査をし、職業分類を行う。

3.
4.

5.
6.

片岡鉄クラブ広報委員長
１．クラブ会報「WEEKLY
REPORT」について
予算、人員体制を考慮し長期
持続可能な方法を模索した結
果、今年度は WEEKLY REPORT
を縮小することに致しました。
WEEKLY REPORT の主たる目的
である報告と記録については
従来通り記載させて頂き、今
回掲載から省かせて頂いた内容については掲示板
や号外による配布、また HP 会員専用タグ内のフォ
ルダに保存し会員がすぐに閲覧できるような体制
の構築を目指します。
２．広報・資料について
必要に応じ可能な限り津島ロータリークラブが行
っている活動について広く知らせるための広報を
目指します。

浅井彦治ニコボックス委員長
ロータリアンとしての親睦を深めて「思いやり」
の精神に基づいて各自が奉仕をできた喜びを会員
に伝えることで、会員相互に喜びましょう。

1. ニコボックスの目的を達成
するために、平素から会員並
びに会員家族の喜び事に気
を配る。
2. クラブ広報委員会及び会場
委員会の協力により、投函さ
れた方の趣旨を会員に周知できるようウィー
クリーで紹介し、喜びを分かち合い、会員に
こころよく喜捨していただけるよう図る。
ニコボックスの発表をわかりやすく会員に伝
える。
ニコボックス内規の周知を図り、会員が楽し
く喜捨していただけるように努め、目標額を
230 万円とする。
ラッキーな会員を会全体で祝うように呼び掛
ける。
地区補助金事業「神野大地ランニング教室
（仮）」への積極的な参画。

本日のメニュー
鰻丼定食

次回例会
第 323 8 回 ’20 年 8 月 7 日(金)
短縮例会 12：30～13：00

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
※例会前にお食事をお召し上がり下さい。
※例会中は窓を開けさせて頂きます。
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