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例会日：毎週木曜日 18 時 30 分

例会場：関観光ホテル

事務局：関市西本郷通 5-2-53
会長

吉田和也

副会長

2019～2020 年度

TEL(0575)24-7332

高井良祐

幹事

住所：岐阜県関市池尻 91-2

FAX(0575)23-5278

土屋敏幸

クラブ会報委員長

長谷川修

関中央ロータリークラブ会長テーマ

「One for all, All for one.
協力しあい成長するロータリー！」

本日のプログラム
第 1999 回例会 2019 年 12 月 19 日（木）
クリスマス例会『中村雅俊クリスマスディナーショー』 ／ 担当 親睦活動委員会
場所：岐阜グランドホテル 受付開始 18:00
ディナーショー18:30～

前例会の記録

第 1998 回 2019 年 12 月 5 日
（木）

「年次総会・懇親会」
担当 会長・幹事・親睦活動委員会

１．次期会長あいさつ

次期会長 川村紳一

１．閉会のことば

副会長 高井良祐

１．点鐘

会 長 吉田和也
司会進行会場監督 波多野好文

・・・2019 年～2020 年度年次総会次第・・・
１．点鐘

＊会長あいさつ 吉田和也会長

場所：関観光ホテル

本日は、年次総会です。早い物で、

会 長 吉田和也

7 月に会長を仰せつかってから、約

１．
「君が代」
・
「奉仕の理想」斉唱

半年が過ぎました。皆様のお蔭様を

１.「四つのテスト」唱和

もちまして、至らぬ点も多々あった

Ｒ情報委員長 大藪太

１．開会のことば

副会長 高井良祐

かとは思いますが、とりあえずこうして、半分の区

１．会長あいさつ

会 長 吉田和也

切りの年次総会を迎える事ができました事に本当に

１．定足数の確認報告

幹 事 土屋敏幸

感謝申し上げます。

１．議長選出

先週もお話させて頂いたように、10 月 11 月で今年

１．議 事

度の主だった行事が終了し、とりあえず安堵してい

・2019～2020 年度前期事業報告

幹事 土屋敏幸

・2019～2020 年度中間会計決算報告
・次年度理事・役員の承認

る所でございます。本当に皆様のご協力に感謝申し
上げます。しかしながら、まだ折り返し地点で残り

会計 塚原康寿

の半年、まだいろいろな行事等もございますので、

次期幹事 石原妙生

今後も皆様ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

さしあたって、12 月 8 日には、市役所にて「一人

副会長・

西田 健一

理事

役員

事

石原 妙生

理事

役員

午前 9 時から午前中にて、なくなり次第終了という

副 幹 事

伊佐地 司

理事

形で、行いますので、師走のお忙しい時かとは思い

直前幹事

土屋 敏幸

理事

ますが、宜しくお願い致します。

職業奉仕委員長

山本 義樹

理事

社会奉仕委員長

小川 糧司

理事

にて、川上クラブ研修リーダーと、小川社会奉仕環

青少年育成委員長

山田 文夫

理事

境保全委員長と幹事と私の 4 人で出向き、市長に目

国際奉仕委員長

波多野好文

理事

録をお渡しして参りました。この様子をメディアに

会

計

加納 淳至

役員

も取り上げて頂けましたので、大変良い宣伝となり、

会場監督

波多野篤志

役員

Ｒ財団委員長

佐藤 忍

親家庭を対象とした、新米の贈り物」の事業があり

クラブ奉仕委員長

ます。
市役所 1 階正面玄関アトリウムに於きまして、

幹

このお米の贈呈式を、先日の 11 月 21 日に市役所

前回もかなり混雑したようですので、今回も大盛況
となり、ロータリーの知名度の向上や、クラブの活
性化に繋がれば良いなと思います。ちなみに CCN の
ユーチューブの動画が事務局のラインにありますの
で興味のある方はご連絡頂ければお送りします。
又、本日で、この例会場で行う今年最後の例会と
なります。次の例会はクリスマス例会でディナーシ
ョーとなっておりますので、ご出席されない方は今
年お目にかかる最後の機会になるかもしれません。
又、来年初の新春例会が、なんと輝かしい 2000 回例
会と重なっております。後ほどご案内は出させて頂
きますが、新年早々このお目出たい 2000 回例会を皆
様とご一緒にお祝いしたいと思います。というわけ
で皆様、今年一年本当にお世話になり有難うござい
ました、来年も皆様方におかれましては、まず第一
に健康に過ごされます事と、又ますますご活躍、ご
繁栄されることをご祈念申し上げまして、今年最後
の会長挨拶とさせて頂きます。

＊次期会長あいさつ
川村紳一次期会長
先程理事・役員の承認を頂きありが
とうございます、第 44 期の会長を
務めさせて頂く事になりますが、私
一人では何もできませんので、経験豊富な先輩方々
に理事・役員に入って頂き心強く思います、そして
何より役員の皆さんにご協力を頂きながらクラブの
運営にあたりたいと思います。2020 年は東京オリン
ピックの年です、会員の皆様さんも心に残る年では
ないでしょうか、私も 7 月から会長として、皆さん
の意見等反映しながら、頑張っていきたいと思いま
すので、ご協力の程宜しくお願い致します。

＊出席委員会
会員数 34 名、本日の出席 24 名です。

＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事

＊議事

半年間、お世話になりました。年次総会の慎重審

幹事の土屋敏幸君より前期事業報告、会計の塚原康
寿君より中間会計決算報告、次期幹事の石原妙生君
より次年度理事・役員の報告がなされ、満場一致で
承認されスムーズに終了致しました。

＊第 44 期関中央ロータリークラブ
会

理事

長

議宜しくお願いします。
・波多野篤志君
先日は妻の誕生日に虎屋さんの美味しいお菓子を
頂きまして有難うございました。

理事・役員

23 名のご投函ありがとうございました。

川村 紳一

理事

役員

会長エレクト

土屋 敏幸

理事

役員

直前会長

吉田 和也

理事

夫婦同伴新春例会・第 2000 回記念例会

川上 勉

理事

担当：第 2000 回記念例会実行委員会・

クラブ研修リーダー

＜次例会の案内＞
第 2000 回 2020 年 1 月 9 日（木）

親睦活動委員会

