
１２：３０ 開会点鐘  

・ロータリーソング 「四つのテスト」 

・お客様紹介         

   ―   お食事の時間 ― 

・会長の時間 

・入会記念日御祝贈呈 

・誕生日御祝贈呈 

・幹事報告 

・出席状況報告他 

・ショートスピーチ 上山芳次 会員 

・就任のご挨拶 

 多田 利生 理事 （会員研修) 

 松吉冨美彦 理事 （国際奉仕） 

 松田 伸一 理事 (職業奉仕） 

  姫島 大介   理事  （社会奉仕） 

 堀之内將次 理事 (親   睦) 

 秀島 伸彦 理事 (会員増強） 

 大橋 智洋 理事 (青少年奉仕) 

 山口 尚志 特別理事 

・委員会報告   

・その他  ニコニコBOX報告 

１３：３０ 閉会の点鐘 

 例会プログラム  今週の歌 

  「四つのテスト」 

 

 真実か どうか 

 みんなに 公平か 

 好意と友情を深めるか 

 みんなのために 

 なるかどうか 

①7月14日週報 

②わらしべと共に歩む会だより23号 

 本日の配布物 

 7月御祝 

18:15～ 肉の松阪 山之上店 

■会員増強月間に因んで 

    秀島伸彦 委員長  
 

■会員(入会1年)スピーチ 

      稲田会員、三好会員、甲山会員 

８月１８日(水) 夜間例会 

 今後の予定 

７月２８日(水) 定款により休会 

７月２１日(水) 定款により休会 

８月 ４日(水) きらら 

■クラブ全員協議会 

     20-21年度決算・21-22年度予算 

 

■定例理事会 

８月１１日(水) 定款により休会 

 

会  長 米田   勉 

直前会長 初木 賢司 

会長ｴﾚｸﾄ 橘 喜久夫 

副 会 長 白井 博巳 

幹  事 田中 商人 

会  計 柿丸   裕 
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☆入会記念日祝 11名 

 川島吉博 会員 粟津直晶 会員  

 林 宏毅 会員 橘喜久夫 会員  

 岩渕信廣 会員 瀬川裕一 会員  

 宮地康弘 会員 堀井慎一郎会員 

 杉森久哉 会員 中村正継 会員 

 中島  一  会員   

☆お誕生日祝  11名 

 三木 彰 会員   髙島叔孝 会員  

 畠仲 聡 会員 國田欣吾 会員  

 森 賢司 会員 多田利生 会員 

 岩渕信廣 会員 養老孝雄 会員 

 姫島大介 会員 中野 丞 会員 

 中島 一  会員 

  

２１９１ 

 7  7 

  80名 

 55名 
 75.34% 

 地区行事等出席予定 

7/28 会長幹事会  

           米田、田中商人 

8/28 青少年奉仕委員長会議 

    Zoom          大橋      

8/28 公共イメージ向上委員長会議 

    Zoom  米 田、小北、髙橋 

7/7 第1回青少年交換委員会  

                松吉 

 地区行事等出席予定 

・ガバナー月信7月号 

 本日の回覧物 

￥219,000- 

￥219,000- 

※ﾒｯｾー ｼ゙は裏面に記載しています 

   2021年7月7日 
 



 森岡SAA   米田会長   白井副会長    田中幹事  

 

＊7日の例会にて 1年間皆様にご多幸が訪れますように 

                                朝川惠輔 

＊1年ぶりの例会でしたまた宜しくお願いします  荒幡  篤 

＊おめでとうございます                  茨池直人 

＊米田会長理事役員の皆様 1年間宜しくお願い致します  

                                  今平健一 

＊新年度のスタートを祝って！1年間宜しくお願い致します 

                                  上山芳次 

＊米田会長はじめ役員の皆様 1年間どうぞよろしく 

 お願い致します                      大橋智洋 

＊新年度1回目の例会から楽しませて頂きありがとう 

 ございました                          柿丸  裕 

＊祝！！新年度に                      河本賢一 

＊米田会長1年間宜しくお願いします  田中幹事面白い 

  1年期待します                      川島吉博 

＊米田会長役員理事の皆様 1年間宜しくお願いします  

                                  北川順清 

＊米田会長の船出を祝して               木﨑信也 

＊初例会米田会長役員の皆さんまだコロナで大変な状況 

 が続きますが身体に気を付けて頑張って下さい國田欣吾 

＊米田会長の出発を祝って              小北英夫 

＊今年も 1年間宜しくお願いします          白井博巳 

＊米田会長 1年間宜しくお願い致します     瀬川裕一 

＊初木会長お疲れ様でした米田会長新たな船出を祝って 

                                  髙島叔孝 

＊米田丸無事に出航しましたこの先何があるかわかり 

 ませんが最後まで頑張りますよろしくお願します 田中商人 

＊米田会長1年間頑張ってください            中島    一 

＊米田丸の船出に                    長友克由 

＊米田会長執行部の皆様宜しくお願いします  林  宏毅 

＊米田会長にバッジを渡せたよろこびに      初木賢司 

＊米田会長年度スタートを祝して          原   卓生 

＊米田会長の船出を祝って              原田武夫 

＊米田会長おめでとうございます           日野守之 

＊米田会長 1年間よろしくお願いいたします    姫島大介 

＊米田会長 1年間よろしくお願いします       秀島伸彦 

＊米田新会長頑張ってください           藤原和彦 

＊1年間よろしくお願いします              鳳山成志 

＊米田会長 1年間よろしくお願いします       松田伸一 

＊米田会長 1年間宜しくお願いします      松吉冨美彦 

＊米田会長役員皆様よろしくお願い致します 三木 彰 

＊例会に出席できた幸せに 1年間よろしくお願いします 

                             三好敦子 

＊1年間がんばります会員の皆様宜しくお願いします  

                             森岡順一 

＊初例会と皆様にお会いできた喜びに     米田  勉 

就任ご挨拶 
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  今年度会長を務めさせていただきます米田でございます。以前は、当たり 

前のように握手していたのがずいぶん前のように思え、コロナの影響で生活スタイ

ルが一変していくさまをひしひし感じています。こうして会員皆さんの元気なお顔

を拝見しますと、なんとも言えない安堵感があり、お会いできるうれしさや例会が

開催できることに、心から感謝したいと思います。 

 当クラブは今年度で４８年目を迎え、8１名を有する地区内７番目の大きなクラブ

へと発展しました。これも先達が築き上げてこられた伝統、また近年の会員増強

に関しては若い会員皆様の力によって達成できた賜物であると私は思います。 

 現在、最年長が今中名誉会員の97歳、最年少は大塚サトシ会員の40歳と年齢

層の幅が広く、クラブにとってはとてもいいことです。大家族としてお互いを敬い

思いやり、そして昨年度の初木会長テーマでもありましたが優しさを育てる、かた

のこらないクラブが理想であります。ゆえにこの一年は、変えてはならないこと、変

えなければならなことをしっかりと見極め、皆さんと新しいかたちで「ちから」を集結

し、今年度のテーマ「Simple is best！ ～自分らしさでつなぐ友情と奉仕～ 」の

心で取り組んでまいります。 最後に、昨年100周年を迎えた日本ロータリー、また

くずはロータリーの原点をたどりながら、一生懸命頑張りますので、一年間ご理 

  解ご支援をどうぞよろしくお願い致します。       会長   米田  勉 

 副会長という大役を仰せつかりました白井です。クラブ奉仕部門の委員会をま

とめ、コロナ禍の中でも会員皆様が楽しいと感じられるよう、精一杯務めさせてい

ただきます。会員皆様方の暖かいご指導とご協力を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。                          副会長  白井 博巳 

 本年度、米田会長のもと幹事の大役を担当させていただくことになりました田中

商人です。最初に前年度初木会長・白井幹事をはじめ役員の皆様、コロナ禍の

大変ななかお疲れさまでございました。 まだまだコロナの様子を見ながらの状況

にはなりますが、受け取ったタスキを次年度にしっかりと繋げるように進んでいき

たいと考えています。 

 永遠のアイドル松田聖子さんの歌にも「夜明けの来ない夜はないさ」とあります。

伝統と歴史のあるくずはロータリークラブの幹事として、勇気をだして選んでくだ

さった米田会長のためにも自分らしく前向きにちょっと工夫を考えながら５０周年

への「中継ぎ」の年度として皆さんといろんなことにチャレンジし最高のロータリー

としての一年であったと思えるような年度を目指します。たまに何を言っているか

わからない時もありますが「心こそ大切なれ」との思いで一生懸命に会長の手伝

いが出来るように頑張ります。一年間よろしくお願いします。 幹事 田中 商人 

 本年度ＳＡAの職を拝命いたしました森岡でございます。米田会長が掲げる

「Simple is best！ ～自分らしさでつなぐ友情と奉仕～ 」というクラブテーマに基づ

き、会員間の友情を深め共に奉仕活動へ取り組める環境作りと、くずはロータリー

クラブに相応しい例会運営を目指してまいります。 

 不慣れな点もあるかもしれませんが、皆様宜しくお願いします。SAA 森岡 順一 


