御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年１１月１９日
（会員２６名中）出席１５名

金曜日

免除２名

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第１６回例会
メーキャップ６名

№２３３６
出席率８７，５％

会長報告

エンゼルスの大谷選手がＭＶＰを獲得しました。それも満票だったそうです。
イチローに次ぎ日本人として二人目です。暗い事の多いなか明るい話題を送
り続けてくれました。
先週の理事会で 12 月 17 日(金)クリスマス家族夜間例会の開催を決定しま
した。
幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

ガバナー事務所：ガバナー・ノミニー・デジグネート決定しました。
2024－25 年度のガバナー

夏見 良宏 氏(丸亀ＲＣ）

：近藤用三会員にポールハリスフェロー
(公社)徳島森林づくり推進機構：「林業とくしま 338 号」
一分間情報

岡島会員：今日は「ニコニコＢＯＸ」について
原型は二つ、
「ファインボックス」欠席・早退などの罰金箱。
もう一つは「チェストボックス」目的を持った募金箱です。
喜び事や近況報告等に様々な理由をつけて会員が自発的に
拠金するのは日本独特のもの。ニコニコのお金の使い道は､会員
が受益者とならない社会奉仕、国際奉仕及び特定分野の委員会費
用であり主として団体奉仕活動に使われます。

委員会報告

親睦・大野会員： 12 月 17 日家族同伴のクリスマス会とします。
家族毎のテーブルを用意します、是非参加を。
社会奉仕・寺内会員：御所の森事業

日曜日に実行します。

次期会長・河野会員：次期役員を考慮しております、ご協力を。
市川会員：先週は「吉野町音頭」を聞いて頂きありがとうございました。
井上会員：阿佐海岸鉄道のＤＭＶのＣＭ撮影をしてきました。
卓

話

田中会員：近況発表

親父の肴シリーズ「にんにくみそ」がポテトチップ

スになって発売されます。勿論菓子メーカーとのコラボです。
現物見本を持ってきたので味見してください。
ニコニコ

市川、井上、河野、田中、樋口

次回例会
ご案内

１１月２６日 金曜日

卓

各会員ありがとうございます。

１２時３０分～１３時３０分

話：井 上 会員

・

一分間情報

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年１１月１２日
（会員２６名中）出席１５名

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第１５回例会

免除２名

金曜日

№２３３５

メーキャップ０名

出席率７５％

会長報告

本日は出口恒会員・先生の出席と卓話をしていただきます。実は私も高校時
代 音楽を教えていただきました。
２年３ヶ月ぶりに秋田町に行って参りました。久し振りのカラオケを楽しみ
ました。今日のロータリーソング、スムーズに歌えたように思います。
瀬戸内寂聴さんが亡くなりました。皆さん著作は読まれましたでしょうか、
私は読んだことがありません、何というか、面白い人生を送った方、そんな
印象です。
幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

ロータリー研究会事務局：第５０回ロータリー研究会記念講演会
オンライン視聴のお知らせ

一分間情報

岡島会員：今日はロータリーソングについて
とりわけ「奉仕の理想」
「我らの生業」
欧米諸国と繋がりが深い日本のロータリーは英語のロータ
リーソングを唱うことが多かった。戦前の事なので軍部や
官憲から疑惑の眼を向けられることもあった。これではマ
ヅイと１９３５年日本語のロータリーソングを募集して入
選４作が発表されました。そのうちの２作が上記のもの。
地区大会で太田ＰＧは「我らの生業」こそがロータリソン
グとしてふさわしいのでは、と述べられました。

委員会報告

青少年奉仕・白石会員：吉野川高校への要請書を紹介。

卓

出口 恒会員：朝音読（あさおんどく）のススメ

話

コロナ禍のもとマスクで口元が隠れ、大声を出すことも
憚られる様な生活でした。こんな時こそ朝音読を！
実習①

北原白秋の「五十音」あめんぼ

あかいな

アイウエオ

※徳島新聞一面コラム「鳴 潮」の読み上げもおすすめ
実習②

エイトビートを打つ

右手 12345678

左手３拍７拍

※阿波高校 100 周年記念披露
「吉野町音頭」

次回例会
ご案内

●予告

作詞作曲

１１月１９日 金曜日

卓

出口 恒

唄

市川 俊子

１２時３０分～１３時３０分

話：田 中 会員

・

一分間情報

12 月３日 総会(次期役員議案等)を開催

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年１１月５日
（会員２６名中）出席１１名
会長報告

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第１４回例会

免除２名

金曜日

№２３３４

メーキャップ０名

出席率４６％

衆議院議員選挙が終わりました。1 区では後藤田さんが負けましたが、比例
で復活しました。何と徳島１区を地盤とする代議士が３人も誕生することに
なりました。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田、美馬 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

ガバナー補佐事務所：分区分担金請求書
セントラルホテル鴨島：請求書

一分間情報

岡島会員：今日はクラブ運営の委員会構成「四大奉仕部門」について
ロータリー誕生初期…例会と例会外の活動を分類
奉仕活動の多様化…クラブ運営を「クラブ奉仕」
「職業奉仕」
「社会奉
仕」
「国際奉仕」の 4 部門に分け運営する。その
後「新世代奉仕」が第五の奉仕部門として加えら
れ「五大奉仕部門」と言われるようになった。
現

在・・・五大奉仕を「奉仕ﾌﾟﾛｾﾞｸﾄ委員会」の中の一つの小委員
会に格下げして、クラブ奉仕委員会の中の小委員会だった
会員増強委員会と国際奉仕委員会の中の小委員会だった
財団委員会をメインとする 5 つの常設委員会として、格上
げしています。

問題点・違和感…私見ですが、このことは、親睦軽視、財団を中心軸
に置いた寄付団体に向かえと行っているように思えてな
りません。
委員会報告

社会奉仕・寺内会員：御所の森事業

卓

七條会員：ポリオ撲滅などのロータリー財団活動について

話

ニコニコ

大野、寺内

次回例会
ご案内

各会員

参加者を県に伝えておきます。

ありがとうございました。

１１月１２日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

卓

話：出口 恒 会員

・

一分間情報

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年１０月２９日
（会員２６名中）出席１４名
会長報告

金曜日
免除２名

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第１３回例会

№２３３３

メーキャップ４名

出席率７５％

先週の土曜日岡島会員と一緒に年次大会に出席しました。夕方４時まで頑張
って参加してきました。尚、年次大会はＹｏｕ Ｔｕｂｅ配信されています
のでご覧下さい。その中で特におすすめは、００－０１年度ガバナーをされ
た高松南 RC の太田秀章さんの基調講演です。私たちが一分間情報としてい
つも岡島さんから得るロータリーの話しを興味深く聞くことが出来ました。
是非ご覧ください。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 阿波池田、美馬 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

ガバナー事務所：地区大会参加の礼状
：地区大会 YouTube 配信のお知らせ

１１月３０日まで

ガバナー事務所ホームページにアクセス、表紙に配信バナ
ーが貼り付いています。http://rid2670gov.info/
３時間を越えるが太田さんの基調講演は 1：15：50 位から
ロータリー財団事務所：財団室 NEWS
「ロータリーの友」事務所：購読者数の調査について
一分間情報

岡島会員：今日は「４つのテスト」について
シカゴＲC の会員で 1954－55 年度ＲＩ会長になるハーバート
・テーラーが倒産の危機に瀕していた金属会社の再建のために
考案した社員の行動基準が最初です。この誕生に即したような
改訳があるので紹介します。
四つのテスト
事業の立案・企画・実行はこれに照らしてから
１

嘘・偽りはないか

２

関係者すべてに公明正大か

３

信用を高め、よりよい関係を深めるか

４

関係者全てに有益か
如何でしょうか

卓

話

赤松会員：仮想通貨

ニ コ ニ コ

次回例会
ご案内

篠原、樋口

ビットコインの誕生、テクノロジーについて

各会員ありがとうございました。

１１月５日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

クラブフォーラム・ 一分間情報

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年１０月２２日
（会員２６名中）出席１２名
会長報告

金曜日
免除２名

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第１３回例会

№２３３２

メーキャップ７名

出席率７９％

先週のガバナー公式訪問には多数の参加を頂き感謝申し上げます。明日は
岡島会員と一緒に年次大会に出席したいと思います。尚、年次大会はＹｏｕ
Ｔｕｂｅ配信されますのでご覧下さい。先日ガバナーが日本経済新聞にロー
タリー１００周年全面広告出稿と言われていましたが、コピーしましたので
配布致します。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

ガバナー事務所：公式訪問礼状
：地区大会 YouTube 配信のお知らせ

１１月３０日まで

ガバナー事務所ホームページにアクセス、表紙に配信バナ
ーが貼り付いています。http://rid2670gov.info/
ロータリー財団事務所：財団寄付明細
ロータリー100 年誌編集委員会：購買のお願い
東京西ＲＣ：日本経済新聞にロータリー１００周年全面広告のお知らせ
一分間情報

岡島会員：今日は世界大恐慌と超我の奉仕について
先週のガバナー公式訪問の際、関東大震災での国際ロータリー
との関係を一分間情報で話したところ、その 6 年後のニューヨ
ク株価大暴落をきっかけの世界大恐慌とロータリーの関係を述
べよとの宿題を頂きました。当時の事務総長チェス・ペリーの言
葉を引用したいと思います。「今日世界は苦しんでいる。
（略）
収益に繋がりそうなら何でも許された時代に理想が欠如してい
たためである。 （略） 私たちがしてはならないことは、他者へ
の奉仕という理想の一時停止を許すことである。」この職業奉仕
理念を獲得したロータリーが生き残ってきたのです。
次回は４つのテストについて

卓

話

白石会員：近頃私が遊んでいること。ちくきゅう＆炭酸水

次回例会
ご案内

１０月２９日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

卓

話：赤松 会員

・

一分間情報

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年１０月１５日
（会員２６名中）出席２１名
会長報告

金曜日

免除２名

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第１２回例会

№２３３１

メーキャップ０名

出席率８８％

本日はガバナー公式訪問です。通常より豪華な食事をホテルにお願いしてお
ります、お楽しみください。例会前にガバナーより今後のクラブ運営・活動
を指導して頂いております。時を改め協議したいと思います。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

米山記念奨学会：ハイライトよねやま 259 号
徳島県更生保護協会：チャリティゴルフコンペ 11 月 7 日コートベール

一分間情報

岡島会員：今日は関東大震災と「超我の奉仕」について
1920 年に創立総会が開かれた東京ＲＣに 1923 年 9 月 1 日午
前 11 時 58 分に関東大震災が襲いかかります。3 日後に国際ロ
ータリーから見舞いと激励の｢如何なる事であろうと、遠慮無
く申しつけられたし。｣との電報が届きます。東京ＲＣで対応
する余力が無く大阪ＲＣが返信しました。その後 8 万 9000 円
余り（荒っぽい計算で現在の 5000 万円程）の義援金が届いた
そうです。誕生して間もない日本のロータリーにとって「超我
の奉仕」を標榜するロータリーへの漠然としたイメージに対し、
レンズの焦点が合ってきたような出来事だったのではないで
しょうか。

ガバナー卓話

ｵﾓｲﾂｸﾏﾏﾆ

現在の 2670 地区運営体制

高知・ガバナー事務所、香川・

国際奉仕 ロータリー財団、徳島・青少年 米山の分業体制をとっている。
来期のＲＩ会長はカナダの女性です。日本の女性会員は 7％、世界 24％。
10 月 22 日(金)日本経済新聞にロータリー１００周年全面広告出稿。
右手に親睦、左手に奉仕

向かうのは地域社会

その向こうに世界が見

える。（昔のかぐや姫の唄にめてに質札ゆんてに馬券ソンナ歌詞が･･･）
ニコニコ箱

東ガバナー、井内ガバナー補佐、出口恒

会員

ありがとうございました。

次回例会
ご案内

１０月２２日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

卓

話：白石 会員

・

一分間情報

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年１０月８日
（会員２６名中）出席１６名
会長報告

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第１１回例会

免除２名

金曜日

№２３３０

メーキャップ０名

出席率６６％

来週はガバナー公式訪問です。ネクタイ、バッジよろしくお願いします。
地区大会、半日日帰りで参加しようと思っています。

幹事報告

到着書類を回覧いたします。
ガバナー公式訪問の出席の回覧回します。ご記入ください。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ

例会場変更
到着書類

ＲＩ日本事務局：在宅勤務延長 10 月 29 日まで
ロータリレート

一分間情報

１＄＝１１２円

岡島会員：今日はロータリーでよく聞く少し難しい言葉の説明を
「超我の奉仕」
、｢最もよく奉仕する者、最も多く報いられる｣
「議決２３－３４」等はよく聞かれるが、これは個人に立脚し
た活動を主眼視するか、個人はクラブの活動・意向に従うべき
との対立が生まれたことへの解決を図る言葉、議決であったと
考えられています。

委員会報告

社会奉仕・寺内会員：御所の森事業行います。11 月 20 日(土)の予定
米山・安友会員：中国・ウィグル自治区の奨学生（鳴門教育大）に卓話依
頼。12 月 10 日に決定

クラブフォーラム

安友会員：10 月は日本独自の米山月間と世界では経済と地域社会
の発展月間です。本日は米山に焦点を当てていきます。
手元の｢豆辞典｣3Ｐ

なぜ、外国人留学生を支援するのか

との問いの答え、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために
“平和日本”を世界に伝え、国際親善と世界平和に寄与し
たいとの強い思いから留学生への支援が始まった。
ニコニコ箱

白石、出口隆、寺内、福生

各会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

１０月１５日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

東 邦彦ガバナー公式訪問

●ガバナー公式訪問です。
ジャケット・ネクタイ・バッジ着用、
10 分前集合もお願いしたいと思います。

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年１０月１日
（会員２６名中）出席１８名
会長報告

金曜日
免除２名

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第１０回例会

№２３２９

メーキャップ０名

出席率７６％

本日はガバナー補佐訪問です。たくさんの出席ありがとうございます。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

ガバナー補佐事務所：徳島第Ⅰ・第Ⅱ分区会員名簿
ロータリー財団事務所：財団室ニュース 10 月号
米山記念奨学会：ハイライトよねやま 258 号
ロータリー戦略計画委員会：ロータリーのビジョンと戦略計画①・②
パソナグループ：淡路島での日帰り研修ツアーのご案内

一分間情報

岡島会員：ロータリー財団の発足
彼の言葉

アーチ・クランフ提唱 1928 年に発足

金だけではたいしたことは出来ない。個人の奉仕は、

金がなければ無力である。この二つが組み合わされば、文明への
天の恵みとなることが出来る。
委員会報告

ゴルフ・吉川会員：五クラブ親善ゴルフ大会結果発表

団体準優勝

社会奉仕・寺内会員：御所の森事業行います。
ロータリー財団・七條会員：御所の森事業に財団から８万円程の補助金
米山・安友会委員：協議会 Zoom で参加。中国・ウィグル自治区の奨学生
に卓話依頼
七條会員：「ロータリーの友」１０月号横組み２７Ｐ
大島パストガバナー
井内ガバナー補佐卓話

ロータリー平和センターの広報大使就任

ガバナー補佐訪問は各クラブの状態をガバナーに報告する任
務があります。御所は篠原会長の下親睦をメインとして活動す

ると報告。自身のロータリー歴は国際奉仕で奨学生の送り出し、
受入を行ってきた。随行者の西林氏からクラブでの野球の話し。
ニコニコ箱

井内ガバナー補佐、樋口、寺内、七條、福生、岡島、近藤、吉川

各会員

ありがとうございました。

次回例会
ご案内

１０月８日 金曜日１２時３０分～１３時３０分
クラブフォーラム(米山･経済と地域社会の発展月間)･一分間情報

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年９月２４日
（会員２６名中）出席１３名

金曜日

免除２名

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第９回例会

№２３２８

メーキャップ１５名

出席率１１３％

会長報告

コロナ新規感染者減少しています。収束に向かっているのでしょうか。
昨日はお彼岸の中日、ご先祖のお墓掃除して来ましたでしょうか。
来週はガバナー補佐訪問です。ネクタイとまでとは申しませんが、ジャケッ
トぐらい羽織りましょう、もちろんバッジは忘れないでください。
幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

鳴門中央ＲＣ：「にし野」鳴門市里浦町に変更
ガバナー事務所：インターアクト 2021 年度年次大会の案内
動画配信日 9 月 27 日～10 月 23 日に変更
：佐賀・長崎豪雨災害への支援金のお願い（40 万円）

米山記念奨学会：徳島第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会

式次第

Zoom 開催のお知らせ
一分間情報

岡島会員：本日も日本ロータリー100 周年誌からです。
定款(基本的ルール）と綱領(目的)について
綱領は現在、目的と名を変えクラブ計画書の表紙裏に掲載。
定款は国際ロータリー定款細則や標準ロータリー定款細則等
大変複雑になって現在に至る。

委員会報告

ゴルフ・吉川会員：クラブ内コンペ結果発表、昨日５クラブ親睦ゴルフ
大会。徳島県下ロータリーコンペ 11 月 3 日(祝)月の宮

卓

話

出口隆会員：
「免疫力」について
免疫とは体内で発生したガン細胞や外から侵入した細菌や
ウィルスなどを常に監視し撃退する自己防衛システムのこと。
免疫力を高めるには①腸内環境を整える

②体温を上げるこ

と(病気になると熱が出るのは免疫が攻撃)
生活習慣を見直し免疫力を高めましょう!!!
ニコニコ箱

森内、岡島、吉川

各会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

１０月１日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

ガバナー補佐訪問・1 分間情報

● 10 月１日ガバナー補佐訪問です。
ジャケット＋バッジ着用です。

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

御所ロータリークラブ
例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年９月１７日
（会員２６名中）出席１４名

金曜日

免除２名

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第８回例会

№２３２７

メーキャップ８名

出席率９２％

会長報告

台風が来ています。防災・非常持ち出し袋を出してみました。中には色々な
物が入っていますが、弊社の施設でも 100 人分の水と乾パンを備蓄していま
す。先日若い人と話した折に、乾パンの存在を知らない事に驚いた記憶があ
ります。
幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

米山記念奨学会：徳島第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会
9 月 25 日(土)

グランヴィリオホテル１F

ロータリー戦略計画委員会：ロータリーのビジョンと戦略計画について
宗像国際環境会議：｢ロータリー奉仕デー｣セミナーのレジュメ・資料
一分間情報

岡島会員：日本のロータリーは１９２１年に東京ロータリーが設立され
ました。ちょうど１００周年を迎えました。二人のキーマンを
紹介します。一人は有名な米山梅吉氏、二人目は福島喜三次氏
です。三井物産ダラス支店長の時、渡米した三井銀行重役の米
山氏にロータリーについて話をしたそうです。これが最初の
とっかかりのようです。ちなみに１９１７年のことです。

卓

話

樋口会員：本田技研工業(通称：ホンダ)創業者
1906 年～1991 年 84 歳没
エピソード①

本田宗一郎について

静岡県浜松市生まれ。

昭和 17 年 長男博俊氏 誕生。後の「無限」代表
取締役。私は昭和 22 年生まれ

エピソード②

樋口 俊博です。

徳島に来た折、送迎の車に異音がする、後で調べ
なさいと指示。案の定修理箇所が発見された。
根っからの技術者でした。

たくさんのエピソードがありますが、紙面の関係でここまで。

次回例会
ご案内

９月２４日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

卓話：出口隆久会員・１分間情報

● 10 月１日ガバナー補佐訪問です。
●10 月 15 日はガバナー公式訪問です。ネクタイ＋
ジャケット＋バッジ着用です。
多数の会員の参加でお迎えしましょう

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年９月１０日
（会員２６名中）出席１５名
会長報告

金曜日

免除２名

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第７回例会

№２３２６

メーキャップ０名

出席率６３％

やっと秋らしい気候となりました。例会を再開致します。
本日は理事会を開催し､今後のスケジュールを協議したいと思います。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、脇町、美馬、阿波池田

各ＲＣ

例会場変更
到着書類

安芸ＲＣ(高知)：事務局移転のお知らせ、商工会館 ３Ｆから１Ｆへ
ロータリーコーディネーター事務所：｢ロータリー奉仕デー｣に参加しよう
地球環境保全プロジェクト（海岸清掃）について
バギオ事務局：バギオ便り

一分間情報

岡島会員：｢ロータリーの友｣８月号縦書き４Ｐより
勝海舟、渋沢栄一、米山梅吉、ポール・ハリスについて
渋沢栄一は１８６７年明治維新直前、２７歳でパリ万博に行く。
米山梅吉とポール・ハリスは翌１８６８年に生まれ、２５年後シ
カゴ万博で遭遇した可能性がある。
勝海舟は帰国後の米山の世話をした。因みにお妾さんが５人い
たそうです。ロータリアンの米山には５人の子どもがいました。

委員会報告

樋口会員：自動車業界の未来について

クラブフォーラム

電気自動車、水素自動車 etc.

西田会員：９月は基本的教育と識字率向上月間です。
｢ロータリーの友｣９月号横書き７Ｐより
リテラシーがもたらすもの･･･よく聞くリテラシーという言葉の説
明と解説とロータリーの実践、ご覧下さい。

ニコニコ箱

赤松、篠原

会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

９月１７日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

卓話：樋口会員・１分間情報

● 10 月１日ガバナー補佐訪問です。
●10 月 15 日はガバナー公式訪問です。ネクタイ＋
ジャケット＋バッジ着用です。
多数の会員の参加でお迎えしましょう

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

例会再開の
号 外
例会再開について持ち回りの理事会を行いま
した。新型コロナウィルスの感染状況もピーク
アウトしたとの見方も出ています。そこで９月
１０日の例会は行うことにしました。
まだまだ早いとのご意見があるかとは思いま
す。ワクティン未接種の若い会員等、それぞれご
事情があると思いますので、くれぐれも無理は
なさらず出来る範囲での出席を頂ければと思い
ます。
会長
次回例会
ご案内

篠原 啓治

９月１０日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

クラブフォーラム(「ロータリーの友」月間）一分間情報

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

御所ロータリークラブ
例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

緊急の号外
コロナ感染者増加のため

今週９月３日(金)
の例会を休会と致
します。
尚､来週の例会は
協議の上決定しま
す。暫くお待ちくだ
さい。会 長 篠原 啓治

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

御所ロータリークラブ
例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年８月２０日
（会員２６名中）出席１４名
会長報告

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第６回例会

免除２名

金曜日

№２３２３

メーキャップ６名

出席率８３％

篠原会長のご母堂がご逝去されました。副会長河野が代理を務めます。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

美馬ＲＣ

8 月 3 日よりサンコーカルチャーセンターへ変更

中村ＲＣ(ガバナー出身クラブ)：11 月 5 日ガバナー杯野球大会開催
米山記念奨学会：ハイライトよねやま 257 号
資料配付先の確認
ロータリー財団：確定申告用領収書
松下印刷：徳島第Ⅰ・第Ⅱ分区会員名簿の確認校正のお願い

一分間情報

岡島会員：「ロータリーの友」手引き書について
日本では 91,600 部発行、定価 220 円。所長、編集長、社員８
名の１０人体制。

委員会報告

会員増強

出口隆会員：第３週例会日には 会員増強活動の報告 etc.を
行います。

卓

話

岡島会員：国際ロータリー シェカール・メータ会長の動画観覧
日本ロータリー１００周年を迎えての話し

ニコニコ箱

樋口

会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

８月２７日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

休

会

● コロナ感染者数の拡大、クラスター発生等を
みると残念ですが今週の例会を休会と致します。
お気を付け下さい。

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年８月６日
（会員２６名中）出席１４名
８月誕生者

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第５回例会

免除２名

金曜日

№２３２２

メーキャップ０名

出席率５８％

赤松 会員

７月 100％出席者

市川、大野、岡島、河野、七條、篠原、白石、出口隆、
西田、樋口、安友、吉川 各会員

会長報告

オリンピックは既に最終盤を迎えております。
先週の理事会の報告を致します。前年度 11 回の休会、会費の返金も考え
られるが、それよりも数回豪華な例会の食事をとの提案がありました。
第一回目を 10 月 15 日(金)ガバナー公式訪問時に考えたいと思います。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

美馬ＲＣ

8 月 3 日よりサンコーカルチャーセンターへ変更

2670 地区ガバナー事務所：10 月 22・23 日地区大会登録のお願い
：9 月 18 日(土)

会員増強セミナー開催

とくしま森林づくり県民会議：徳島県森林づくりリーダー養成講座
の開講について
阿波池田ＲＣ：阿波池田ＲＣ会報
米山記念奨学会：普通寄付金申告用領収書
一分間情報

岡島会員：「ロータリーの友」８月号 40P～
国際ロータリー理事会の紹介

19 人のメンバー、会長＋会長

エレクト＋全世界３４ゾーンの半数１７名の理事
何れもガバナー経験者
クラブフォーラム

任期２年

年に４回の理事会に出席

出口隆会員：クラブ会員増強のためのチェックリストと
入会候補者情報ワークシートを使用しながら
会員増強について語る

ニコニコ箱

岡島、七條

各会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

８月２０日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

卓話：岡島会員・一分間情報・会員増強

● 例会はまだまだマスク着用でお願いします。

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

御所ロータリークラブ
例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2

セントラルホテル鴨島内

ＴＥＬ

令和３年７月３０日
（会員２６名中）出席１５名
会長報告

金曜日

０８８３－２４－８９８９

第４回例会

免除２名

金曜日

№２３２１

メーキャップ０名

出席率６３％

本日は沢山の出席ありがとうございます。
オリンピックが始まりました。感激する場面が数多くありました。
例会終了後、理事会を開催します。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

美馬ＲＣ

8 月 3 日よりサンコーカルチャーセンターへ変更

2670 地区ガバーナー事務所：熱海豪雨災害への支援金のお願い
お盆休み

8 月 12 日～15 日

徳島・香川事務所

10 日～13 日

ＲＩ日本事務局：人頭分担金請求書、在宅勤務延長のお知らせ
ロータリレート

１＄＝１１１円

ロータリー財団事務所：財団室ニュース８月号
とくしま森林づくり県民会議：総会書面開催で承認のお知らせ
一分間情報

岡島会員：「ロータリーの友」７月号 40P～
国際ロータリーの日本人理事の紹介

委員会報告

プログラム・吉川会員：クラブフォーラム・委員会報告等で委員長欠席の
場合副委員長さんにお願いすることがあります。
ゴルフ・吉川会員：御所ＲＣコンペを 9 月 19 日(日)に行います。

クラブ運営計画発表
国際奉仕・福生会員：四大奉仕の 一つである国際奉仕、頑張ります。
社会奉仕・寺内会員：御所の森、安楽寺でのお接待を継続事業に
ニコニコ箱

七條、篠原、福生、市川

各会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

８月６日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

クラブフォーラム（会員増強・拡大推進月間）

●オリンピックが中盤です。
メダルラッシュが続いております。
例会はマスク着用でお願いします。

御所ロータリークラブ

GOSHO RC WEEKLY
事務所／例会場

例会日

〒776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島 471-2
ＴＥＬ

令和３年７月１６日
（会員２６名中）出席１４名
会長報告

金曜日
免除２名

金曜日

セントラルホテル鴨島内
０８８３－２４－８９８９

第３回例会

№２３２０

メーキャップ６名

出席率８３％

本日は市川会員の傘寿のお祝いをお渡しします。おめでとうございました。

幹事報告 到着書類を回覧いたします。
到着週報 鴨島、阿波池田、脇町 各ＲＣ
例会場変更
到着書類

大洲ＲＣ

ウェストリバーにし川と大洲市民会館へ変更

2670 地区ガバーナー事務所：2021 年度インターアクト年次大会
動画配信での年次大会とする。
配信予定日は 9 月 22 日(水)15：00～
ホスト校は明徳義塾中学高等学校
米山記念奨学会「徳島」地区事務所：ハイライトよねやま
米山記念奨学生による卓話の依頼
ロータリーの友事務所：請求書
2580 地区ガバーナー事務所：ロータリー全国囲碁大会開催のお知らせ
ガバナーエレクト事務所（香川）
：事務所開設のお知らせ
徳島県交通遺児育成会：総会書面開催のお知らせ

一分間情報

岡島会員：「ロータリーの友」７月号４P 日本のロータリーとは

委員会報告

ゴルフ・吉川会員：５クラブ親睦ゴルフ

団体戦は準優勝

紹介

個人成績は

準優勝・ベスグロ・ニアピン等、沢山獲得しました。
クラブ運営計画発表
青少年奉仕・白石会員：吉野川高校インターアクトクラブを支援
ロータリー財団・七條会員：「御所ロータリーの森づくり」を継続
米山・安友会員：米山記念奨学生による卓話の実施
広報・雑誌・ＩＴ西田会員：「ロータリーの友」への投稿
クラブ研修・岡島会員：ロータリーの勉強をお手伝い
ニコニコ箱

樋口、吉川、岡島、篠原

各会員
ありがとうございました。

次回例会
ご案内

７月３０日 金曜日１２時３０分～１３時３０分

年間クラブ運営計画発表・一分間情報

●オリンピックが始まりました。メダルラッシュです。
例会はマスク着用でお願いします。

