
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 2 期 年 次 総 会 
 

本日のプログラム 

  点 鐘 

  国歌斉唱     君が代 

  ロータリーソング 奉仕の理想  四つのテスト 

  会長挨拶  

  出席・スマイル報告    

  委員会報告 

  理事会報告 幹事報告  

  ＩＧＭ（Ｄグループ）報告 

  クラブ細則について 

年次総会 

   次期役員選挙  会長エレクト 齋藤 明君 

   次次期会長 次期会計 次期理事選挙 

           指名委員長  山下智久君 

   次期 （53期）会長挨拶   

   次次期（54期）会長挨拶 

    

   点 鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着信書類 

・ガバナー事務所より 各賞推薦のお願い 

・多治見少年少女合唱団とシニアコン 

  クリスマスチャリティーコンサートの案内 

  2017年 12月 24日（日）15:00開演 

  バロー文化ホール （ご招待状） 

・東濃新報社より新春特別号広告掲載の依頼 

・ガバナー事務所年末年始休暇のお知らせ 

  12月 28日（木）から 1月 5日（金） 

・第 6回日台ロータリー親善会議の案内 

    2019年 3月 1日（木）2日（金） 

    会場：台湾高雄市 漢来大飯店 9階 

    登録料 15000円 家族 10000円 

他クラブ例会変更のお知らせ 

中津川ＲＣ → 12月 14日（木） 

       年次総会 忘年会「長多喜」 

多治見リバーサイドＲＣ → 12月 12日（火） 

       移動例会 スプリングフィールド 

多治見ＲＣ → 12月 20日（水）忘年例会 

       松 正  点鐘 18:00 

第 2488・2489例会 2017年 12月 2日・7日（木）合併号 
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      会 長 挨 拶     加藤真左子 

実行委員長はじめとする西クラ

ブの皆様のおかげで、無事にＩＭ

を終了することが出来ました。 

メンバー全員のお顔を見ることは

出来ませんでしたが、クラブが 

気持ちを通わせた一日だったと思います。この年度

に会長を務めることが出来たことは大変ラッキー

でした。その 52 期は上期を終えようとしています。

地区でもクラブでも大きな行事は上期に集中し、そ

れを終えると「あ～、終わった、終わった、やれや

れ、これで一年終わったようなものだ。」と、口に

する方が多いと思います。確かに次期の体制に移行

する行事へと変わります。私もＩＭを終えた翌日は

疲れがあると言っても、体が軽く感じる安堵も含め

た心地よい疲労感を覚えながら、やれやれ、と心の

中で言っていました。しかし、もう 6 ヵ月しかあり

ません。何も終わっていません。次期の体制もスタ

ートを切りますが、それと同時に上期での課題、特

に IGM で話し合ったことを精査し実行へと移す

段階になります。そして苗栗 RC との行事がありま

す。また活動計画に改めて目をむけて、執行部とし

てさらに気を引き締めねばならないでしょう。さて、

私は以前、このように述べたことがありました。人

間は時には自分自身を客観的に見ることが大事で

ある。それによって自分自身を戒め、また改めるこ

とが必要である、と。まさに今回の IM でも多くの

ことを学び、戒める場面はありました。やはりロー

タリーアンである限り成長の機会はあるのではな

いかと思っています。 

12月例会行事予定 

2 日（土） IM 

7 日 年次総会 

14 日 IM の振替休会 

21 日 親睦家族忘年例会   

木曽路 点鐘 18:00 

29 日 特別休会 

 (平成 30年 1月の予定) 

4 日（木） 特別休会 

11 日（木）定例理事会 11:30 3Ｆ特別会議室 

   新年互礼会 お祝い例会   

古希 喜寿 傘寿 卒寿のお祝い 

    例会後第 1回第 53期理事会 例会場   

18 日（木）第 53期委員会構成発表・ 

第 52期上半期決算報告 

20 日（土）会員増強セミナー  岐阜グランドホテル 

25 日（木）卓話  副会長担当 

11月 30日の記録 ●出席報告 

会員数 37名 免除者 3名 出席義務者 34名 

出席者 欠席者 出席率 

24名 10名 70.58％ 

●スマイル報告 投函者 13 名金額 18,000 円 

11 月末残高  428,000 円 

委員会報告 

佐藤正Ｒ財団委員長 

ポリオ撲滅特別寄附金のお礼 

 10 月から 11 月末までの例会場にポリオ撲滅

特別寄附金の募金箱を置かせて頂きました。 

 寄附金が 30,000円となりました。 

 会員の皆様のご協力に感謝致します。 

ＩＧＭ（Ｄグループ）報告サブリーダー加藤三紀 

11 月 20 日（木）18:00「松正」 

リーダー 中島竹壽  サブリーダー 加藤三紀 

Ｒ情報 加藤健治 執行部 森田宏治 

石垣智康 谷口津富 大岩順子 加藤真左子 

会員増強について 

 現在、次次期会長の選出ができない程、西ロータ

リークラブの人材は危機的状況にある。にもかかわ

らず何一つ具体的な行動が出来ていない。変化なく

して会員増強は出来ないのではないかと思う。会員

が傍観者となっているのでは変化はなく、また現状

から変わりたくない会員もいるのではないか。した

がい会員増強についてのアンケート調査を行って

はどうだろうか？ 

例会について 

クラブの魅力とは？例会の充実ではないか。 

では、例会を充実させるためには何をしたらよいの

か？そのためには会費を上げてもよいのではない

か。また卓話を充実させてビジターの勧誘を図る。

これらがしいては会員増強にも繋がるのではない

かと思う。そこで現状の持ち回りの各委員会だけに

任せるのではなく「例会を充実させる委員会」を作

りより魅力ある卓話、例会が行えるように検討をす

る。最後に、今回の IGM でも様々な意見が出され

ましたが、これらが理事会等クラブ運営に生かされ

ていないという意見がでました。 

「どう変わるのか？」変わるためには、IGM は報

告だけで終わるのではなく、それについての会員の

更なる検討、話し合いの場を例会で持ってはどうか

と思います。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=aSaZRJep&id=727CF9472C1D436F6C217C1B3183C1260262C4D7&thid=OIP.aSaZRJepBLN1BeSJBeYKVQEpDS&q=%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88&simid=608046158467959848&selectedIndex=110


 

 

                           

  

 

 

 

 

 

ポリオ撲滅基金寄附金   佐藤実行委員長 

募金額 53,444円 

 

 

 

 

司会 加藤健治君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤ＡＧ点鐘     歓迎の挨拶  

             加藤真左子会長 

 

 

 

 

 

            

          田山雅敏ガバナー挨拶 

 

 

 

 

 

 

     基調講演講師 加藤智子君 

 

 

 

 

 

 

  古川多治見市長挨拶  佐藤ＡＧ活動報告 

 

 

 

 

 

   各クラブ会長活動報告     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

懇親会司会 中島竹壽君 

 

 

 

  ＩＭ（インターシティミーティング） 

 2017年 12月 2日（土） 

    産業文化センター5階大ホール 

講評 剱田直前ガバナー 

乾杯 

石垣パストガバナー 

特別講演講師 二神典子君 

国歌斉唱 

Ｒソング 

奉仕の理想 

懇親会 
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