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第2,194回
2021・5 月 13 日

本日の例会案内（5 月 13 日）
卓話 なし

第 2191 回 2021 年 4 月 15 日お花見弁当例会報告
4/15
3/25

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

39（39）名

39 名

0名

100％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

33 名

5名

月出席率

86.84％

第 2192 回 2021 年 5 月 13 日短縮例会報告
点 鐘
会長挨拶 中村会長
５月は、ロータリー青少年奉仕月間です。ロータリー
では、30 歳までの若い人すべてを含む青少年の多様
なニーズを認識しつつ、よりよき未来を確実なものと
するために青少年の生活力を高めることによって、青
少年に将来への準備をさせることを目的に、４つの支
援プログラムがあります。12 歳から 18 歳までの青少
年を対象にしたインターアクトクラブ。また、18 歳
から 30 歳までの青少年を対象にしたローターアクト
クラブでは、青少年がロータリアンの指導の下、積極
的な奉仕活動と自己研鑽に励んでいます。またロータ
リー青少年指導者養成プログラム（RYLA）は、ロー
タリーが実施する、若者のリーダーシップや良き市
民、人間としての成長を目的にした研修で、毎年多く
の若者が参加しています。最後に青少年交換では、年
間 8,000 人もの若者が、長期・短期のホームステイを
通し国際交流や異国の文化や経済について見識を深め
る貴重な経験の場となっております。未来の社会や経
済を担う若者への支援は、ロータリーとしても大変重
要な奉仕活動だと思っています。どうぞ皆様も５月の
青少年奉仕月間を、青少年について考え・奉仕活動す
る機会としていただければ幸いです。

米山奨学生紹介・挨拶、奨学金の贈呈
扎蘚那（チャスナ）さん
伝達
・地区役員委嘱状 国際ロータリー第 2560 地区
2021-22 年度
地区副幹事 馬場伸行君
社会奉仕委員会委員長 加地正樹君
ロータリー財団委員会補助金委員会委員
稲葉忠克君
米山記念奨学委員会寄付増進委員会委員
三浦英敏君
青少年奉仕委員会ライラ委員会委員 高木豊隆君
地区大会記念ゴルフ大会競技委員長 中郡正和君
・ロータリー財団寄付
ベネファクター認証状とピン 大澤 力君
誕生・結婚記念日お祝い品の贈呈 中郡副委員長
5 月お誕生日お祝い
21 日 斎藤将彦君
30 日 柳原大輝君
5 月結婚記念日お祝い
8 日 小林 治君
28 日 中山雄二君
親睦活動委員会 中山委員長
・6 月 3 日創立記念例会について
ロータリー財団委員会 加地委員長
野田誠記君から＄100 いただきました。
米山奨学委員会 鈴木委員
鈴木賢一君から 5 千円、小林 治君、大澤 力君、野
田誠記君、田村 修君、片野 勉君、吉村鳳一君から
それぞれ 1 万円いただきました。
ニコニコボックス紹介 神林委員
小林 治君 結婚お祝いをありがとうございます。
柳原大樹君 44 歳になります。もう少し 43 歳を楽し
みます。御祝ありがとうございます。
中山雄二君 結婚御祝いありがとうございました。

幹事報告 今野幹事
5 月ロータリーレートは 109 円です。
ニコニコ BOX 総計 329,000 円

奉仕活動で植えたチューリップが開花・・
岡田社会奉仕委員長
昨年 10 月に社会奉仕活動・青少年奉仕活動を行った
「児童養護施設・天使園」

「みんなで植えたチューリップです！綺麗に咲いていま
す。日当たりが凄く良いので周りより早く咲いたそう
です。」
第 2192 回 2021 年 5 月 13 日短縮例会報告
（お弁当持ち帰り）
5/13
4/1

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

39（37）名

26 名

11 名

70.27％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

31 名

0名

月出席率

100％

第 2193 回 2021 年 5 月 20 日短縮例会報告
点 鐘
会長挨拶 中村会長
新会員紹介・挨拶
はるゆき
（有）アサヒ 取締役社長 高橋治孝君
（紹介者 今野克久君）
伝達
・2019-20 年度 ガバナー賞表彰 クラブ表彰
米山奨学寄付 第 2 位
・5 月 22 日地区研修・協議会について
小林（千）次年度幹事
ニコニコボックス紹介 小林 治委員
山木英明君 誕生日、結婚祝いをありがとうございま
した。
今野克久君 高橋治孝さん、宜しくお願いします。
岡田亮一君 誕生日、ありがとうございます。
幹事報告 今野幹事
・次回理事会のご案内
・ガバナーレターについて（テーブル配布）
・5 月 25 日日本のロータリー 100 周年を祝う会
記念式典・祝賀会 オンライン配信のご案内
（テーブル配布）
第 2193 回 2021 年 5 月 20 日短縮例会報告
（お弁当お持ち帰り）
5/20
4/15

会員数

出席者数

欠席者数

出席率

40（39）名

26 名

13 名

66.67％

メークアップを メークアップ後 メークアップ後
含む出席者
欠席者数
出席率

39 名

0名

100％

月出席率

