
 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年４月２８日 金曜日 第４０回例会 №２４０５ 

（会員２５名中）出席１６名 免除１名 メーキャップ１名 出席率７２％ 

 

会長報告 来週の金曜日はゴールデンウィーク中の５月５日こどもの日、休会です。 

     ５月８日からはコロナが５類となります。例会場パテ―ションのアクリル板 

     も取り除かれるのではと思います。 

     5 月 20 日(土)は高松で 2670 地区大会が行われます。多数の参加をお願いし

ます。 

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更 美馬 ＲＣ：５月からサンコーカルチャーセンター→四季料理 森友へ  

  到着書類 ガバナー事務所：第 10 回全国インターアクト研究会への参加お礼 

一分間情報 白石会員：ガバナー事務所のホームページが代々引き継がれるようにな 

るそうです 

委員会報告  親睦委員会・大野会員：家族親睦旅行アンケートでネスタリゾート神戸  

                 のリクエストが一番でした      

卓  話  福生 会員： アスファルトについて 

           勤務先(？)は阿波道路株式会社です。近所ではフジグラン石井

全部、ゆめタウンの半分を舗装しました。 

           アスファルトは材料を練ってから２時間以内に現場に届けな

くてはいけません。    

 厚い資料の中の説明から気になった所を抜粋 

●温度は 180 度 施工後手のひらで 10 秒押せると自動車通行可 

●黒のアスファルトの代金を１５とすると、赤色は３０､青緑は

８０、黒で敷いて着色することを推奨 

●真冬５度を下回ると舗装できない 材料が 110 度を下回るの

で基準を満たさない 

 

ニ コ ニ コ 篠原、福生 会員   ありがとうございます。 

 
 
 
 
 
 

●５月２８日(日）の家族親睦旅行はネスタリゾート神戸 

をメインの旅行となりました。詳細は例会で(担当：大野) 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

５月１２日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

クラブフォーラム･岡島会員(青少年奉仕月間）

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年４月２１日 金曜日 第３９回例会 №２４０４ 

（会員２５名中）出席１４名 免除１名 メーキャップ１５名 出席率１２１％ 

 

会長報告 ４月１６日(日)に２６７０地区の地区協議会がアスティ徳島で行われまし

た。久し振り多人数の会議良かったように思います。  

 

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所＋エレクト事務所：4月 29 日～5月 7日まで休業 

             ：地区諸会合の 予定表 

             ：地区補助金報告書 

      風の便り事務所：風の便りＮｏ.８ 週刊 102 号 

 

一分間情報 白石会員：次期ガバナー「吉岡 宏美」氏について 

          元株式会社徳島大正銀行代表取締役頭取 

委員会報告 次期会長・七條会員：地区協議会報告  

      親睦委員会・大野会員：家族親睦旅行アンケート調査 

      ゴルフ・吉川会員：５クラブ親善ゴルフ結果発表  団体戦･･･優勝 

               個人･･･３位篠原､５位近藤宏､６位吉川 各会員 

 

卓  話  西田 会員：「中国式眼の保健体操」について 

           日本では小学５～６年生になると急に視力が低下する。 

           中国では全国あげて小・中学校で真面目に眼の体操を行って 

いる。 持参した資料を参考にして下さい。但し、あくまでも 

小中学生の視力低下への対策と言うことです。マッサージは大

人にも有効かも。 （もうひとつ内緒の話 私は眼が疲れたと

きにはルテインを服用します。私には合ってるみたいです） 

 

ニ コ ニ コ 七條、出口 会員   ありがとうございます。 

近 況 報 告 出口 会員：ハワイに奥さまと行ってきました。 

 

 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

４月２８日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話・福 生 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年４月１４日 金曜日 第３８回例会 №２４０３ 

（会員２５名中）出席１５名 免除１名 メーキャップ０名 出席率６２．５％ 

会長報告 明後日４月１６日(日) は２６７０地区の地区協議会がアスティ徳島で行

われます。出席者の方よろしくお願いいたします。    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：ガバナー月信４月号 訂正のお知らせ 

             ：全国インターアクト研究会  

４月２２日(土) 高松国際ホテルにて 

      徳島森づくり推進機構：「林業とくしま」第３４４号 

      生駒時計店：ロータリーカタログ 

一分間情報 白石会員：「今井 鎮雄」氏について 

              ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

            神戸西ＲＣの会員 会長年度 1972－73  Ｇ年度 1980－81 

 ＲＩ理事年度 1995－97 

      特筆すべきは職業分類が［Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ．］であること。 

      その縁でＲＹＬＡプログラムの開発を行った。香川県小豆郡の与島に、 

今井氏が神戸ＹＭＣＡ時代に開設した青少年キャンプサイトがある。 

我が 2670 地区と 2680 地区は、研修生とロータリアン、カウンセラーが 

寝食を共にし、地域社会における役割と目的を考え、ロータリー哲学と 

奉仕の熱意を伝える３泊４日のＲＹＬＡ研修を共同で行っています。 

委員会報告 次期会長・七條会員：地区協議会がアスティ徳島で行われます。参加を！  

      親睦委員会・大野会員：家族親睦旅行(案) ①神戸ネスタリゾート②どう

ぶつ王国・水族館アトア③ニジゲンノモリ・たこせんべいの里 

      ゴルフ・吉川会員：６月４日春季県下ＲＣ親善ゴルフ大会 Ｊクラシック 

卓  話  浜野会員：銀行破綻あれこれ シリコンバレー銀行(米)、クレディスイス 

         と続いているが、日本で最初は１９２７年東京渡辺銀行、時の大蔵 

大臣の失言から取り付け騒ぎから、取り付け騒ぎと言えば 1973 年 

に女子高生の噂話から愛知県の豊川信用金庫で騒ぎが起きました。 

 

ニ コ ニ コ 近藤 宏治 会員   ありがとうございます。 

近 況 報 告 近藤 宏治 会員 母上様の退院報告 

 

 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

４月２１日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話・西 田 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年４月７日 金曜日 第３７回例会 №２４０２ 

（会員２５名中）出席１３名 免除１名 メーキャップ０名 出席率５４％ 

４月 誕生者 阿部加、近藤用、近藤宏、出口、吉川 各会員 

３月 100％出席者 市川、大野、岡島、七條、福生、安友、吉川 各会員 

会長報告 ２泊３日で広島旅行に行ってきました。外国人観光客が戻ってきているよう

に思います。印象に残っているのは、ウサギの島「大久野島」。入島が午後

だったので満腹のようで寄ってきませんでしたが、翌朝は沢山のウサギと触

れ合うことが出来ました。     

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：ガバナー月信４月号 

             ：メルボルン国際大会 ガバナーナイトへのお誘い 

ガバナー補佐事務所：2023－24 年度 短期交換受入学生のホストファミ 

リー選定のお願い 締め切り日 5月 22 日 

受け入れ日 ７月 13、14、15 日の 3 泊 4日 

      セントラルホテル鴨島：請求書 

一分間情報 白石会員：ロータリーの友４月号より この人訪ねて ９Ｐ 

           今治ＲＣ「阿部 真弓」さん 

           今治ＲＣは今治西高校のインターアクトクラブを提唱してい

たがナント２０１８年彼女が中心となって二つ目の今治明徳

高校矢田分校にインターアクトクラブを立ち上げました。 

            非常にパワフルな女性で有り吉野川高校でインターアクト

年次大会の際には２６７０地区インターアクト委員会委員長

としてお世話になりました。 

委員会報告 次期会長・七條会員：3月 26 日(日)ＰＥＴＳ出席で クラブから 2670 地

区の委員会に人材を送り出して欲しいと要請されました。 

クラブフォーラム 七條会員：４月は環境月間です。ロータリーの友４月号を穴の空く

ほど見ましたが、３Ｐに「４月は 環境月間」という７

文字だけ発見しました。 

               2022 年 10月ＲＩ理事会で 7番目の特別重点分野とし

て４月に指定されました。 

ニコニコ  白石 会員 ありがとうございます。 

 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

４月１４日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話・浜 野 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年３月３１日 金曜日 第３６回例会 №２４０１ 

（会員２５名中）出席１４名 免除１名 メーキャップ３名 出席率７１％ 

 

会長報告 会長欠席のため安友副会長が代行します。 

     先週の夜間観桜例会、多数の参加を頂きありがとうございました。 

     準備をしていただいたセントラルホテルの皆様にも感謝申し上げます。 

    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

      3 月 25 日(土)クレメント徳島で行われた徳島南ＲＣ創立５０周年記念式

典に河野会長と参加してきました。記念講演は東大名誉教授小原雅博先生の

「世界はどこにむかい･･･今後の展望」・サニーサイドジャズオーケストラ・ 

     娯茶平による阿波踊りと盛りだくさんの内容でした。10 時 30 分～14 時 30

分という長丁場でした。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：財団室ニュース 2023 年４月号 

             ：次期社会奉仕委員長へのアンケート 4 月 8 日締切 

             ：5 月 20 日(土)地区大会出欠確認 

      ガバナーエレクト事務所：6 月 23 日・9月 22 日ガバナー補佐訪問 

                       10 月 13 日ガバナー公式訪問           

一分間情報 白石会員：「直木 太一郎」氏について 

          ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

          神戸ＲＣの会員 会長年度 1950－51 Ｇ年度 1957－58 

           「Ｉserve」「職業奉仕」を強調した 

          ロータリークラブは米国生まれ、使われる用語は英語の翻訳、 

原語から考えていくと理解の補助になるのではとの考え 

 

委員会報告 青少年・岡島会員： 再来週の平日吉野川高校ＩＡ訪問 参加要請 

      次期会長・七條会員：3月 26 日(日)ＰＥＴＳ出席 ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾘｵ徳島 

 

卓   話 近藤宏会員：「治療した歯がしみるのは 」という資料を前に 

            歯科医としての多様な話しをして下さいました 

 

 
 

 
 
●４月は｢環境月間｣です。ｸﾗﾌﾞ計画書訂正します 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

４月７日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

クラブフォーラム・七條会員（環境月間） 

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

 

令和５年３月２４日 金曜日 第３５回例会 №２４００ 

（会員２５名中）出席１６名 免除１名 メーキャップ 名 出席率６７％ 

 

本日は 夜 間 例 会（観 桜 会）です。 

  乾 杯   樋 口 会員 

  中締め   安 友 会員 

 

 

ニ コ ニ コ  篠原、河野、出口、黒岩、田中 各 会員  

ありがとうございます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

３月３１日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話：近藤 宏治 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年３月１７日 金曜日 第３４回例会 №２３９９ 

（会員２５名中）出席１５名 免除１名 メーキャップ７名 出席率９２％ 

 

会長報告  5 月 28 日(日)に家族旅行を行います。 

      インターアクト研修会、岡島委員長に交通手段一任。 

      予定通り創立５０周年事業を行います。実行委員長・岡島会員、副実行委

員長・出口 七條会員の体制です。皆さんの協力をお願いします。 

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：地区補助金提案書の締切は 3 月 31 日(金)  

             ：第４２回ＲＹＬＡセミナー（2022 年 5 月 26 日～）の報

告書送付 報告書を読むとコロナ禍の下、初めての2670

地区の単独開催としたが、27 日に陽性者が現れ、セミナ

ーを中止と書かれていました。 

 

一分間情報 白石会員：「古澤 丈作」氏について（著名人シリーズ第４弾） 

          ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

          東京ＲＣ 毛糸製造 会長年度 1952－53 

           米山記念奨学会を創設、これは戦地となったアジア諸国への 

贖罪であり、ＲＩへの復帰を見ずに逝った米山梅吉への「遺徳を 

讃うる無形の金字塔」であるとした。古澤氏は初代委員長とし 

てタイとインドからの留学生への援助を行った。これが現在の 

財団法人米山記念奨学会の始まりである。 

               

委員会報告 ゴルフ委員会・福生会員：県下ロータリーゴルフ大会参加者募集  

      次期幹事・福生会員：「未だ、ロータリーって何？」状態ですが 

幹事頑張ります 

      次期会長・七條会員：ご協力お願いします 

 

卓   話 吉川 幹事 ： バランス運動 筋肉づくりの映像を見ながら 

             会員の指導 

 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

３月２４日 金曜日 １９時００分～２１時００分 

夜 間 例 会（観 桜 会） 

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年３月１０日 金曜日 第３３回例会 №２３９８ 

（会員２５名中）出席１３名 免除１名 メーキャップ７名 出席率８３％ 

 

会長報告  徳島中央ロータリークラブ創立 40 周年記念式典に幹事と共にクレメント

徳島に参加してきました。記念講演「私の野球人生」で里崎哲也氏のお話を

伺いました。とても面白い内容でした。 

        

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ（創立記念例会） 

例会場変更 高知ロイヤルＲＣ：例会場名称変更のお知らせ 

  到着書類 ガバナー事務所：2022－23 年度地区大会本会議について 

             ：トルコ･シリア地震災害救援支援金への寄付締切日告知 

      ロータリーの友事務所：ロータリー手帳お買い上げのお願い  

委員会報告 ゴルフ委員会・福生会員：５クラブ親善ゴルフ結果報告  

団体３位 近藤宏会員が準優勝 

      青少年・岡島会員：インターアクトクラブ研修に６人参加 

      親睦委員会・大野会員：3月 24 日(金)観桜会の出欠確認  

卓   話 河 野 会長 ：  「家族信託契約」について 

             家族信託契約は「認知症による資産凍結」を防ぐ新しい法

的制度。司法書士が扱える制度。 

   メリット 贈与税・不動産取得税・譲渡所得税はかからない 

        後見制度のように家裁が介入しない 後見人への報酬も発生無し 

        相続発生時に、財産の帰属先を指定できる 

  デメリット 受託者(主に次世代)は無限に責任を負う 

        取り扱う金融機関が限られる 

        法務・税務が確定していない場面がある 

        家族(相続人)全員の承諾が無いと難しい 

              

             後見人制度よりもメリットが多く感じます。 

 

ニ コ ニ コ  岡島、近藤宏 会員 ありがとうございます。 

 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

３月１７日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話：吉川 幹事・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年３月３日 金曜日 第３２回例会 №２３９７ 

（会員２５名中）出席１４名 免除１名 メーキャップ６名 出席率８３％ 

３月誕生者 河野、篠原 会員 

２月 100％出席者 市川、大野、岡島、河野、篠原、出口、樋口、安友、 

吉川、近藤宏、森内 各会員 

会長報告  先週の理事会でトルコ･シリア地震の支援、１０万円をガバナー事務所に

送金する事を決定しました。インターアクト研究会参加の件協議しました。 

      来期 2023－24 年度の役員体制、七條 会長・福生 幹事で決定しました。 

     各委員会・委員長それぞれ要請があると思いますが、ご協力お願いします。 

     4 月 16 日(日)地区協議会があります。各委員長さん参加お願いします。      

    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：ガバナー月信３月号 

             ：第４５回ロータリー少年・少女キャンプのお誘い 

              4 月２～５日の３泊４日、小学１年生～高校３年生まで 

              申込締切 ３月１７日（この告知期間では参加は難しい） 

             ：第４１回ＲＹＬＡセミナー(2019 年５月開催)の報告書

送付と、遅延のお詫び 

             ：水と衛生月間 リソースの案内   

一分間情報 白石会員：「堀場 雅夫」氏について（著名人シリーズ第３弾） 

          ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

          京都ＲＣの会員 会長年度 1973－74 Ｇ年度 1982－83 

           職業分類は「電気計器製造」 

          エピソード･･･ 40 年程前ソ連モスクワのホテルで「メイク 

アップ」するのでロータリクラブを捜させた、もちろんソ連 

には無かったのでオーストリア・ウィーンを探し当て参加。 

委員会報告 ゴルフ委員会・福生会員：５クラブ親善ゴルフ 団体３位 

      国際奉仕・福生会員：書き損じハガキの相談 

クラブフォーラム 井上 会員：水と衛生月間  最近の「映像の仕事」紹介 

             とくしま林業アカデミー YouTube の紹介 

ニ コ ニ コ  七條、福生 会員 ありがとうございます。 

 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

３月１０日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話：河野 会長・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年２月２４日 金曜日 第３１回例会 №２３９６ 

（会員２５名中）出席１２名 免除１名 メーキャップ９名 出席率８７．５％ 

 

会長報告 トルコ･シリア地震の支援要請がガバナー事務所から来ています。この件で

例会後理事会を開催します。 

      地区協議会が 4 月 16 日(日)に開催されます。次期役員の方参加お願いし

ます。 

    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所・ガバナー会： トルコ･シリア地震の支援要請      

 

一分間情報 白石会員：「藤山 一郎」氏について（著名人シリーズ第２弾） 

          ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

          東京西ＲＣの会員 会長年度 1976－77 

           職業分類は「音楽教育」、18 曲のロータリソングを制作。多く 

の楽曲が現在も歌い継がれている。 

 35 年のロータリー歴において例会を欠席したことは無く、亡 

くなる 2 日前の 1993 年 8 月 19 日も、杖を持ち車椅子に乗って 

例会に出席したエピソードを持つ。 

委員会報告 ゴルフ委員会・出口会員：５クラブ親善ゴルフ 団体３位 

      親睦委員会・大野会員：家族親睦旅行 アンケートの中間発表  

６月４日(日)淡路島が多い 

卓   話 井上 会員：最近の「映像の仕事」紹介 

           鳴門市瀬戸町の歯科クリニックのリクルート用ＣＭ 

           ショートフィルム 15 分      興味深く拝見 

           終了後 近藤宏 会員から背景説明あり 大学の後輩 

 

ニ コ ニ コ  出口、近藤宏 会員 ありがとうございます。 

  近況報告 出口会員：33 年間取引が続いた問屋さんが廃業するため、3 月 15 日 

をもって新しい問屋さんに変わります。それに伴い赤玉は廃 

止、白玉に変わります。 

 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

３月３日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

クラブフォーラム･井上会員(水と衛生月間）

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年２月１７日 金曜日 第３０回例会 №２３９４ 

（会員２５名中）出席１４名 免除１名 メーキャップ０名 出席率５８％ 

 

会長報告 ついに私もコロナに感染してしまいました。家族の中で一人だけです。 

     皆さん 気をつけて下さい。 

    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：２６７０地区大会のパンフレット 

             ：2022－23 年度 2670 地区 地区補助金報告書 

             ：ロータリーロゴの新しい使用法 新しいブランドガイ 

ドラインを承認 

      株式会社和光：ロータリクラブ用カタログ 

 

一分間情報 出口会員：「千 玄室」氏について 

          ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

          京都ＲＣの会員 会長年度 1972－73 Ｇ年度 1975－76 

                  ＲＩ理事年度 1988－90 

          1964 年 第 15 代裏千家今日庵家元宗室を襲名。世界 62 カ国 

を 250 回以上歴訪、日本文化や茶道の普及に努める。 

｢ロータリーメンバーは“ＮＯ”と言えません｣を広めた人物 

 

委員会報告 ゴルフ委員会：５クラブ親善ゴルフ スタート表 

      親睦委員会･大野会員：家族親睦旅行 日程･場所アンケート調査のお願い 

      会員増強・出口会員：もう一度会員拡大への協力を 

 

卓   話 阿部加会員：「車検証」について 

           本年 2023 年 1 月 14 日より変更となった。 

           ・内容は簡素化とデジタル化を行う為  

           ・ＩＣタグをダウンロードして検索すれば詳細を確認できる 

           ・３年間は従来の車検証が出せる 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

２月２４日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話：井上 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年２月１０日 金曜日 第２９回例会 №２３９３ 

（会員２５名中）出席１２名 免除１名 メーキャップ６名 出席率７５％ 

 

会長報告 河野会長体調不良のため、安友会員が代行します。 

    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：２６７０地区大会 ５月１９・２０日 

             ＪＲホテルクレメント高松 

             ：全国インターアクト研究会のお知らせ  ４月２２日 

             高松国際ホテル（３月３日までに返事） 

             ：ガバナー月信２月号と月信訂正のお知らせ 

      米山記念奨学会：卓話の謝礼補助金申請用紙 

      「ロータリーの友」事務所：ロータリー手帳の案内 

      国際ロータリー日本事務局：メルボルン国際大会の案内  

一分間情報 白石会員：「梶浦 暲一」氏について 

          ロータリー日本 100 年史の 100 人のロータリアンより 

          松山ＲＣの会員 会長年度 1970－71 Ｇ年度 1978－79 

          第 2680 地区の執行孝胤ガバナーと大阪大学の同級生だった縁で 

          ＲＹＬＡを実施することになり、与島(香川県)の西日本青少年 

野外活動センターで４日間実施。独特のカウンセラー制度によ 

る運営が特徴で、全国から注目を集める。 

第２６７０地区の紹介は一区切り、次回から著名なロータリ

アン紹介に移ります。 

委員会報告 ゴルフ委員会：５クラブ親善ゴルフ 鴨島ＲＣ主管 

      親睦委員会・大野会員：家族親睦旅行 5 月 7 日(日)位を予定 

      樋口会員：県知事選挙ドウナルノデショウ 

 

卓   話 市川会員：出口元会員に音楽を習いました。小さな時にヴァイオリンを習

いましたが、上達したとは言えませんでした。 

          「瀬戸の花嫁」を皆さんと一緒に合唱しましょう 

ニ コ ニ コ  市川 会員 ありがとうございます。 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

２月１７日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話：阿部 加 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 



 

 

 

事務所／例会場 〒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 ０８８３－２４－８９８９  

 

令和５年２月３日 金曜日 第２８回例会 №２３９２ 

（会員２５名中）出席１３名 免除１名 メーキャップ０名 出席率５４％ 

２月誕生者 田中 英太郎 会員 

１月 100％出席者 市川、大野、岡島、河野、七條、篠原、白石、出口、安友、 

吉川、近藤宏 各会員 

 

会長報告 ２月は司法書士会が無料相談会を行う月間です。なにか御用がございました

ら、ご遠慮なくご利用下さい。 

    

幹事報告 到着書類を回覧いたします。 

 到着週報 鴨島 ＲＣ 

例会場変更  

  到着書類 ガバナー事務所：プラスティックゴミ奉仕活動に関するお願い 

             ：第４３回ＲＹＬＡセミナーのお誘い 

      国際ロータリー日本事務局：平和構築と紛争予防月間リソースの案内 

      米山記念奨学会：確定申告用領収書の送付 

      高松グリーンＲＣ：事務局移転のお知らせ 

      セントラルホテル鴨島：請求書 

クラブフォーラム 福生会員 ２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です。 

        紛争とはすべての武力衝突を指しＳＤＧｓに逆行する動きです。 

その原因には宗教や民族など様々な要因が絡み合っており、住んでい 

る人々に対して戦闘による影響の他、長期に亘って貧困や衛生環境の 

悪化も招きます。 

        現在においても紛争は多数有り、アフガニスタン、ミャンマー、ウ 

クライナがあります。 

        こうした紛争に対して、私たちが出来ることもあります。 

       定期的な募金、事実を知ること、ボランティアへの参加、難民の受入 

推進など、自分のライフスタイルに合わせた取り組みにチャレンジし 

ましょう。 

          世界平和への第一歩、出来ることから始めてみましょう!!!   

                     

ニ コ ニ コ  篠原 会員 ありがとうございます。 

  近況報告 篠原会員：阿波市の広報誌に、優勝した錦鯉の写真が載りました。 

 

 
 
 
 

 御所ロータリークラブ 

例会日 金曜日 GOSHO RC WEEKLY 

２月１０日 金曜日 １２時３０分～１３時３０分 

卓話：市川 会員・一分間情報  

次回例会 

ご案内 
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