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南(善)会員 小野会員 古⽥会員 小笠会員 平⼭会員 秦会員 ⾕⼝会員 鉄野会員 遠藤会員
南(由)会員 橋本会員 河野会員 岡本会員 藤原会員
ウエルカムパーティ 7/16 橋本会員

◎会⻑挨拶
南由起⼦会⻑

じめじめした梅雨から一転暑くなりました。皆さん、暑さにお気をつけください。
ところで参議院選挙に⾏きましたか︖徳島県の投票率は全国最下位だったそうです。
れいわ新撰組やNHKから国⺠を守る党が議席を獲得したことは時代が変わったと思
いました。次に吉本の話。反社会勢⼒との接触のことから会社の運営に論点が移り
ました。対応を間違えると、会社と従業員の溝が深くなり大変なことになると実感
しました。私は会員の皆さんと溝ができないよう一年間頑張ります。

◎幹事報告
小野幹事
到着週報
到着書類
連絡事項

今⽇もよろしくお願いします。
●鴨島、洲本、各ＲＣ
●ハイライトよねやま２３２号
●第２５８０地区ガバナー事務所より囲碁同好会全国大会の案内
会員増強地区セミナークラブ研修の詳細案内
●⽶⼭記念奨学会より普通貯⾦申告⽤領収書の受付開始の案内
●国際ロータリー⽇本事務局よりＲＩ⼈頭分担⾦請求書
●ロータリーの友等を後ろに置いています。

◎クラブ協議会
クラブ奉仕
委員会

■委員⻑ ⽩川蜜峰
1.奉仕の精神に基づき､会⻑⽅針達成に尽⼒しクラブのより一層の向上発展を目指し
ます。
2.好意と友情を深め､会員相互の連携を図リロータリアンとしての自覚と研損を重ね､
充実したクラブ運営となるよう努⼒します。
3.常に次年度の自分の⽴場で考察し､緊張感を以て例会に臨みます。

出席委員会

■委員⻑ 佐藤直樹 副委員⻑ 河合純治 委員 笠井博
ロータリー会員は､例会に出席することが重要な義務とされています。まずは､自分自
⾝が例会に積極的に参加し､出席率の向上に努めてまいります。そして､例会の場を
通して､会員の繋がりを深め､組織の絆への強化につなげていきます

会報委員会

■委員⻑ 森晃一 副委員⻑ 須藤俊彦 委員 橋本隆⽂
例会内容を的確にまとめ､わかりやすい会報を発信できるようにします。
ＩＴ委員会と協⼒し､ホームページに配信できるようにします。

親睦委員会

■委員⻑ 秦正⼆ 副委員⻑ 須藤俊彦 委員 友成太郎 吉野正⼠ ⽊下賢功 上柿重信
1.会員誕⽣⽇･会員結婚記念⽇･妻決誕⽣⽇の記念⽇には記念品を贈ります。
2.花⾒､クリスマス､年末年始等のイベント時には夜間例会を開催する。

3.近年未実施でありました視察研修を会⻑･幹事の協⼒を得て､国内外を問わず幅広く
意⾒を集約し､実施時期も考慮し多くの会員が出席出来るよう努めます。
雑誌委員会

■委員⻑ 岡本範一 副委員⻑ 郷司裕久 委員 佐藤直樹
公式地域機関誌(ロータリーの友)を配布し会員のロータリー意識の向上､理解を深める
と共に掲載情報の紹介などにより啓発に努める。
・ロータリーの友の記事の内容を紹介する。
・ロータリーの友への投稿を奨励する。
・各銀⾏待合室､市役所､市⺠ホール等に贈呈する。

プログラム
委員会

■委員⻑ 宮本隆 副委員⻑ 河合純治 委員 森晃一
例会で魅⼒あるプログラム作りができるよう考えて､メンバーが積極的に参加し楽しん
で頂けるよう実⾏したいと思います。
1.年間⾏事､クラブ⾏事に配慮したプログラム構成とする。
2.会⻑⽅針に沿ったプログラム計画をします。
3.卓話は会員平等に⾏い､外部卓話も積極的に⾏います。
4.会員の⼈格形成と経営に役⽴つ内容で卓話を依頼します。

会員増強維持
委員会

■委員⻑ 平⼭公博 副委員⻑ 鉄野豊 委員 古⽥明義
委員数50名を目標として､時代を担う若い会員を積極的に勧誘します｡⼜､例会を楽し
いものとし会員の維持を図ります。

職業分類委員会

■委員⻑ 笠井博 副委員⻑ 一井真⼈ 委員 豊島武⽂
職業は時代と共に多様化･専門化して来ています。新しい令和の時代に相応しい職業
分類をし会員増強･会員選考委員会と協⼒し未充填職業分類の会員増強に努めます。

会員選考委員会

■委員⻑ 佐藤順⼆ 副委員⻑ 岡本範一 委員 浜⼝省一
令和のスタートの年度を意識し､職業委員会から推薦された会員候補者について社会
的､職業的、その他ロータリアンとして適正であるかを調査し増強､職業分類委員会と
協⼒して理事会に報告する。
1.まずは毎週の例会に出席できる⼈。
2.会員として財政的義務を果たしうる⼈。
3.地域社会で評判の良い⼈。
4.地区協議会､IM等､その他のロータリーの活動に進んで参加できる⼈。
5.総じて脇町ロータリークラブに貢献できる⼈。 そんな⽅を選考したい。

ロータリー情報
委員会

■委員⻑ 須藤俊彦 副委員⻑ 藤村正和 委員 新井大志郎
全会員､特に新会員が､ロータリーを⼗分理解レロータリー会員の特典と責務を把握で
きるよう援助する。

クラブ広報
委員会

■委員⻑ 川原博雄 副委員⻑ 宮本隆 委員 信⽥尚史
脇町ロータリークラブの活動内容を､前年度までの広報活動に引き続いて､分かりやす
く幅広く伝えます。特に今年度は創⽴５５周年記念事業も予定されていますので､皆
様のご協⼒を切にお願いいたします。
対象 1.地域社会への広報 2.他クラブのロータリアンヘの広報 3.クラブ内のロー
タリアンヘの広報
内容 1.ITを利⽤した広報活動(Ｆａｃｅｂｏｏｋ､Ｌｉｎｅなど) 2.メディアを効
果的に利⽤する(新聞､ＴＶなど) 3.会員のロコミによるＰＲ活動(家庭､友⼈、
職場など) ４.芙⾺地区の⾏政機関への広報活動 5.地区ロータリー､国際ロ
ータリーヘの情報発信

ＩＴ委員会

■委員⻑ 北川一郎 副委員⻑ 森晃一 委員 藤川和幸
1.ＨＰにて活動､歴史及び理念を広報する。
2.会員全員のＭｙ

ＲｏｔａｒｙログインＩＤを取得する。

職業奉仕委員会

■委員⻑ 六⾞功⼆ 副委員⻑ 小笠政義 委員 橋本隆⽂
職業奉仕とは､自分の仕事を自分の利益のためでなく⼈のために役に⽴つという考え

⽅に基づいて⾏うことであるとされています。会員の職場例会を開催しますので､
さまざまな職業活動を通して大づくりを⾏い自らを⾼めていきましょう。
社会奉仕委員会

■委員⻑ 河野英治 副委員⻑ 佐藤順⼆ 委員 佐藤直樹
・小星公園「ロータリーの森」の清掃奉仕活動を小星地区の皆様と共同で⾏います。
・５０周年記念事業において美⾺市内⼆つの神社に設置した案内板の清掃作業を⾏い
ます。皆様のご協⼒をお願いいたします。

⻘少年奉仕
委員会

■委員⻑ 遠藤尚⽣ 副委員⻑ ⽩川密峰 委員 千葉恒乘
⻘少年委員会は 1.インターアクト小委員会 2.ローターアクト小委員会 3.ＲＹ
ＬＡ(ライラ)小委員会 4.新世代小委員会に分かれています。
1.インターアクトについては当クラブにはインターアクト委員会があり、脇町⾼校
ＩＡＣを提唱しております。
2.当クラブが提唱するローターアクトクラブはありません。
3.ＲＹＬＡについては地区よりの案内があればクラブ内で報告し、申し込みがあれ
ば当委員会で対応いています。
4.新世代については地域社会レベルで､新世代の⽅々が地域の指導者と関心事を話し
合い、地元地域社会の問題の解決策を探るため討議の場を提供すべきとなっていま
す。地区としては余島ＹＭＣＡ少年少⼥キャンプを毎年⾏っています。
活動計画
・インターアクト委員会のフォロー
・ＲＹＬＡ参加者の申し込み受付
・余島ＹＭＣＡ少年少⼥キャンプ参加者の申し込みの受付

インターアクト
クラブ委員会

■委員⻑ 千葉恒乘 副委員⻑ 河野英治 委員 ⽊下智雄
脇町⾼校インターアクトクラブと連携して､世界中の⼈々と⽇本の若者が関係性を築
き､社会問題を意識して､奉仕活動を担う。そういった⼈材の育成をしてまいります。

国際奉仕委員会

■委員⻑ 橋本隆⽂ 副委員⻑ 古川充 委員 鉄野豊
ロータリアンの国際理解､親善､平和を推進するために､交換プログラムによる海外地
区間との親睦と交流を深める。本年度は､ニュージャージーより短期交換学⽣2名を
⽩川さんにお願いしております。よろしくお願いいたします。

世界社会奉仕
委員会

■委員⻑ 藤原武志 副委員⻑ 遠藤尚⽣ 委員 ⾼⽥一太郎
当委員会では､国際奉仕委員会と協⼒しＷＣＳ(ワールド･コミュニティー･サービス)
地区委員会が推進するプロジェクトに参加し､国際理解や親睦を深めていきたいと思
います。

ロータリー財団
委員会

■委員⻑ 吉野正⼠ 副委員⻑ 古⽥明義 委員 佐藤順⼆
1.年時基⾦への寄付 ポールハリスフェロー
2.恒久基⾦への寄付 ベネファクター
3.使途指定基⾦への寄付 ポリオプラス
4.その他のプロジェクト
以上の寄付を募り､社会奉仕活動に積極的に参加いたします。健康状態を改善し､教
育への⽀援を⾼め､貧困を救済することで世界理解､親善､平和を達成できることを目
指します。

⽶⼭奨学⾦
委員会

■委員⻑ ⻫藤正憲 副委員⻑ 宮本隆 委員 北川一郎
・⽶⼭梅吉の崇⾼な精神に則り､⽶⼭記念奨学⾦事業への理解を深めながら､活動して
参ります。
・外国⼈留学⽣の経済的⽀援を目的とした普通寄付増進に努め､奨学⽣･学友との交流
促進に励みます。

・平和と国際親善の推進に会員各位と共に貢献して参ります。

◎ニコニコボックス
⽩川会員
２０１９年８⽉１⽇（⽊）１２︓３０より

次週例会

油屋美⾺館
※次週は第1例会ですの為ジャケットを着⽤ください。
※次回、例会終了後に理事会を⾏いますので理事の⽅はお残りください。

☆次の会員は例会⽋席でした。メークアップして下さい。
一井会員、小笠会員、笠井会員、⽊下(智)会員、⽊下(賢)会員、郷司会員、⻫藤会員、須藤会員、
千葉会員、秦会員、藤川会員、藤村会員、藤原会員、宮本会員、吉野会員
☆次回例会の出⽋を佐藤(直)出席委員⻑まで連絡してください。

