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名中58名 出席率77.33％
前々回修正出席率97.53％
◆ロータリーソング
「それでこそロータリー」
◆会長挨拶（会長 川北

幸彌君）

先週、次年度の会長・役員・理事の決起集会が
開かれました。次年度開始に向けて山田会長エレク
トも張り切っておられますので、どうか宜しくお願いし
たいと思います。皆様方にご連絡が届いたと思います
が、6月はまだサイン例会が多く、できれば100％を
築いていきたいと思いますので、是非ともサインをして
いただきますよう、宜しくお願いしたいと思います。そ
れから本日はクラブフォーラムということで、今年度
の委員会活動の報告となります。私共の今年度の方
針は、蒸気機関車ではなく新幹線タイプで、まず各
委員会で仕事をしていくということを決めました。本
当に各委員会の皆様方、一生懸命やっていただきま
して有難うございました。今日と来週と、委員会報告
を宜しくどうぞお願い致します。
◆幹事報告（幹事 安藤 一佳君）
①本日皆様にご案内をお入れしておりますのでご確認
下さい。次年度行事予定、委員会構成、ウエル
カムデスク担当表です。次年度ポケットカレンダー
は北 RC の浦野様に頂戴しました。会員名簿差し

ん是非とも腹に据えておいて下さい。
●会員増強
日置 教康委員長
委員会が挙げた3つのテーマのうち1番目は、2015
年7月の会員数から純増を目指し増強のPR活動を積
極的に行う、2番目は会員予定者の例会見学を継続
実施する、3番目は出席率の悪い会員に例会出席を
呼びかける、でした。お蔭様で本年度5名の方が入
会され、残念ながら退会が4名あり、86名のスター
トから1名増となりました。来年7月1日から、山田慎
也さんの推薦により5名の方が入会予定で、100名
に近づいて参ります。皆さんどうか辞めないようにお
願いしたいと思います。
●ロータリー情報・研修
高木 裕明委員長
今年度はまず昨年10月のWFFワールドフード＋ふ
れ愛フェスタに参画し、栄RCの活動をアピールしよう
ということで、児童養護施設とのふれあい体験プロジ
ェクトをパネルで紹介致しました。2月には新入会員
及び入会の浅い方の研修会を行い、八神基さんから
「ロータリーの基礎知識」、牧野博和さんから
「地区と
ロータリー財団」
としてご講演いただき、その後、懇
親を深 めました。また
「地区研修情報委員長研修リ
ーダー会議」
「第五期RLI」
に参加して参りました。小
島さん以下、委員の方、一年間有難うございました。
●出席
後藤 康史委員長
本年度はウエルカムデスクの輪番制を復活してお
り、出席委員会以外の方にも担当いただいております
ので、引き続き最後までご協力お願い致します。例
会に欠席されてメイキャップが済んでいない方には、
FAX等でご連絡しておりますが、これも最後までお願
い致します。修正出席率100％は本年度まだ一度も
達成できておりません。出席状況は7月に皆様にお渡
しし、7月11日に出席表彰を予定しております。欠席
後のメイキャップの徹底は、次年度の出席委員の方

◆ニコボックス

あと、
2回です。
川北 幸彌君
本日はクラブフォーラムです。各クラブ委員長ヨロシ
クご報告お願いします。
岩井 文男君
次年度ロータリー情報・研修、
お願いします。

杉浦 康之君
永年お荷物のそば屋閉店です。ありがとうございま
した。
久野 善基君
本日、2回目の膀胱ガンの検査を受けました。今回は
膀胱内がきれいになっていて、やっとガンの疑いが

晴れました。皆様にはご心配をおかけしましたが、
も
う少し命が有りそうです。
日置 教康君
本日発売の週間ダイヤモンドで富士通が当社の宣
伝を見開き2ページでしてくれました。明日は日経新
聞5段抜きです。
牧野 博和君
元気です。
岡崎 達也君
高木 裕明君
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替えは、お手持ちのファイル・手帳及びクラブ計
画書に各自追加をお願い致します。
②テーブルに置いてございますが、メナード美術館
様よりご招待券を頂戴しております。ご自由にお持
ち帰り下さい。
◆クラブフォーラム
（クラブ奉仕・出向者フォロー委員長 岩井 文男君）
川北会長の下、
『明るく元気にエンジョイ！ 栄ロー
タリー』を目指して参りましたが、残すところ3回の例
会となりました。本日は10の委員会から委員会方針
と事業計画の結果発表をしていただきますので、皆さ
んご清聴頂きますようお願い致します。
●会員選考・職業分類
笠原 猛委員長
今年の方針は、一つ目に会員増強委員会と連携し
出来るだけ既存会員の方と重複しない未充填の職業
分類の方を選考する、二つ目に品格ある栄RCに相
応しい資質を持った方を選考するということで、結果
的に再入会の方を含む5名の方にご入会頂きまし
た。また既存会員の職業分類が入会時と変わった際
に適宜変更するとし、私自ら不動産仲介業から地域
開発に変更させていただきました。今年度、当委員
会で尽力しましたが、次年度は幹事として粉骨砕身、
会員の皆様に喜んでいただけるRCを目指したいと思
いますので、宜しくお願い致します。
●職業奉仕
長谷川 直人委員長
今年度、重点項目に挙げたのが職場訪問例会の
実施ということで、10月のマザック美濃加茂製作所
訪問は85％の出席率となりました。卓話では1月に八
神基さん、11月に岩田鉄工所代表取締役より職業
奉仕に関するお話をいただきました。地区のロータリ
ー研修会へは、6・9・3月に出席させていただきま
した。RIでは職業奉仕の分類をやめるかどうか議論
されているようですが、ロータリーの原点は職業を通
じて社会に貢献していくことだと思いますので、皆さ

■第1137回（6月27日）例会のお知らせ

行事 : 山田昇平賞表彰・テーブルミーティング

にもお願いしたいと思います。
●ニコボックス
牧野 博和委員長
例年通り、例会でメンバーの皆さんの拠出を募り
受領する、メッセージを発表し、会員相互の近況報
告や情報伝達による親睦に寄与するということで活動
して参りました。本会計への繰り入れ予算は100万
程あります。予算のほうは、昨年 度の三浦さんが
300万という凄い金額を出してしまい、今年は予算
250万、目標300万としていましたが、今日のご協力
をもって予算を4万円程オーバーしました。後2回皆
さんに頑張っていただき、予算と目標の真ん中位で
着陸したいと思っております。
●国際奉仕
三浦 幸治委員長
今年は韓国ソウルで国際大会があり、12名の方に
ご参加いただきまして有難うございました。厳戒態勢
のセントレアでエアフォースワンを見ましたし、釜山で
魚介類やサムギョプサルを楽しむことができました。
ソウル国際大会は160か国4万3千名の参加があり、
日本からは約7千名の登録があったということで、前
のバンコクと比べてもかなり盛大だったと思います。
仁川国際空港の近くで再開発が進んでいて、韓国経
済のこれからは分かりませんけれど、いい勉強になっ
たと思います。
●米山記念奨学
久野 善基委員長
今年度は奨学生の受け入れがなく、地区の集まり
に参加させていただき、米山学友の方々にお会いし
ました。来年度は経験豊かな三浦さんがネパール人
奨学生をお世話されますので、また宜しくお願い致し
ます。米山記念奨学事業は、皆様から4千円ずつ徴
収しクラブを通じて寄付する
「普通寄付」
と、個人法
人から任意でいただく
「特別寄付」等により運営され
ております。今年度は原野さんと小出さんに特別寄
付のご協力をいただいております。一年間どうも有難
うございました。
●会計監査
山内 二郎委員長
7月5日に監査を予定しておりますが、会計処理の
ほうはきっちりされておりますので、何の問題もなく監
査があると思います。以上でございます。
●中長期運営及び細則会議
長瀬 諭委員長
昨年度から引き続き進めて参りました。顧問に西
村さん、立松さん、そして福本さん、長谷川さん、
加藤さん、後藤さんというメンバーで、会長直属の
会議として、基本的には会長方針にそって諮問を受
け、それに答申するという会です。RI規定審議会の
採決により、次年度はクラブ運営をいろいろ改訂して
いかなければなりませんし、何より30周年に向け、
問題を議論し提言をしていきたいと思います。新たに
岡崎さんをメンバーに迎えて進めて参りますので、皆
さん方、疑問や提案等、何でも結構ですのでご意見
賜れれば嬉しいです。
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付のご協力をいただいております。一年間どうも有難
うございました。
●会計監査
山内 二郎委員長
7月5日に監査を予定しておりますが、会計処理の
ほうはきっちりされておりますので、何の問題もなく監
査があると思います。以上でございます。
●中長期運営及び細則会議
長瀬 諭委員長
昨年度から引き続き進めて参りました。顧問に西
村さん、立松さん、そして福本さん、長谷川さん、
加藤さん、後藤さんというメンバーで、会長直属の
会議として、基本的には会長方針にそって諮問を受
け、それに答申するという会です。RI規定審議会の
採決により、次年度はクラブ運営をいろいろ改訂して
いかなければなりませんし、何より30周年に向け、
問題を議論し提言をしていきたいと思います。新たに
岡崎さんをメンバーに迎えて進めて参りますので、皆
さん方、疑問や提案等、何でも結構ですのでご意見
賜れれば嬉しいです。

