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国際ロータリー第2650地区
2020-21年度ガバナー

国際ロータリー
2020-21年度会長
ホルガー・クナーク

松原

六郎

2021年6月24日
第32期 第23回
通算1454回例会

～クラブテーマ～

「広げよう地域の輪」
● 例会プログラム
12:30
【創立】1989年6月8日【認証】1989年6月26日 【例
会】毎週木曜日12:30～13:30

【会場】やまりゅう Tel

(0748)72-0137 Fax (0748)72-2870
県湖南市中央5丁目62番地

【事務所】滋賀

Tel (0748)72-5577

(0748)72-5588 mail: konan-rc@mx.bw.dream.jp

Fax
【姉妹

開会点鐘
それでこそロータリー
お客様紹介
会長の時間
幹事報告
クラブ協議会
年度末報告

クラブ】台北府門扶輪社

会長引継ぎ式
バッヂ交換
記念品贈呈
新会長挨拶
13：20 新幹事報告・委員会報告
ニコニコ報告
出席報告
閉会点鐘

次回例会 7/1会長幹事方針発表

会長の時間

幹事からのお知らせ

本日が今期の最終例会となります。
この１年間お支え下さいました会員の
皆様に改めて御礼申し上げます。そし
て、小森幹事をはじめ理事役員の皆様
には、例会や事業の運営など、いろい
ろとご苦労をおかけしました。おかげ
様で全ての事業を円滑に進めていただきましたことを
心より感謝申し上げます。
１年間を振り返り、ありがたく思いますことは、会
員の中で新型コロナウイルスの感染者が出なかったこ
と。交代会員は３名ありましたが、退会会員が一人も
出なかったこと。そして、物故者がいなかったこと。
この３つが叶えられたことは何よりもありがたいこと
でございます。
夏祭りや子供交流事業・家族親睦旅行・クリスマス
例会・トレイルラン・台北訪問などなど、ことごとく
事業が中止となり、懇親を深める場となる夜例会も全
く開催することが出来ませんでした。イベントの無い
寂しい１年となりましたが、この３つが叶いましたこ
とで、お許し願えれば幸いでございます。
次年度の近藤会長におかれましては、ワクチン接種
が進みコロナ禍が収束へと向かうにつれて、出来るこ
とが少しずつ増えてくると思います。次年度の事業は
もちろんのこと、本年に出来なかった事業が少しでも
多く再開できますことを切に願っております。私も一
会員として、でき得る限り尽くして参る所存です。本
日を無事に迎えることができまして安堵しております。
皆様に心より感謝申し上げ今期最後の会長の時間とさ
せていただきます。

• 本日例会はクラブ協議会にて年度末報告、会長引継
ぎ式です。
• 事業報告書を提出されていない委員長は、事務局ま
で早急にご提出お願いします。
• 今年度のIMは中止でしたが、記念誌が作成されま
したので本日お配りしております。

幹事 小森茂樹

ＲＬＩ研修卒後コース修了書

RLIとは(Rotary Leadership Institute)ロータリー・リーダーシップ研究会の
ことです。RLIの使命は将来クラブのリーダーシップを進める事が出来る
潜在能力を有するロータリアンを見出し、そのロータリアンに、ボラン
タリー組織にとって重要なリーダーシップ技能と質の高い教育を提供す
ることが目的です。私たちがロータリアンとして成長し、充実した活動
するためには、ロータリアン一人一人がロータリーを本当に理解し、自
発的なモチベーションを高め、コミュニケーションや活動を活発にして、
クラブの活性化につなげて行く必要があります。RLIの目的は、ロータリ
アンの自主性と卓越した指導性を涵養し、クラブの刷新性と柔軟性を育
て、ロータリーを活性化することです。

● 第３２期理事役員
会長
直前会長
会長ｴﾚｸﾄ
副会長

南啓次郎
長谷平官
近藤和彦
野村哲哉

幹事
会計
会員増強
会場監督

小森茂樹
竹若豪
林善彦
荒川太郎

会員組織広報
園田英次
クラブ管理運営 中村好弥
奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
上西宗市
職業奉仕
田中憲司

社会奉仕
国際奉仕
青少年奉仕
親睦

髙畑学
武田正大
梅中幸治
山本忠志

四つのテスト

①真実かどうか

②みんなに公平か ③好意と友情を深めるか ④みんなのためになるかどうか

次年度の為のクラブ協議会
≪司会進行：林善彦次年度幹事≫
３３期近藤和彦会長より挨拶
３１期副会長を務めている半ばからコロナ禍になり、コロナと
戦う３３期になると思います。多方面で見てもイベントの中止
が相次いでおります。ひとつでも事業を実施して皆様に生きる
希望を与えていくことが出来ればと思っております。皆様ご支
援ご協力よろしくお願いいたします。
３３期事業計画発表
会場監督：年間37回予定されている例会が無事に開催出来る事、
RCらしい例会になる様に規律正しく、アットホームな暖かい例
会にしたいと考えております。
会員増強：クラブの発展の為にも、皆様からのご紹介の御協力
をお願いいたします。
会員組織広報：ルール通りクラブの運営を行い、出来るだけRC
のことを町の皆様に知って頂き、活動を効果的にしていきたい
と思います。
会計：会長幹事と相談しながら予算を計上しています。コロナ
に負けずに事業が出来る様に頑張っていきます。
クラブ会報：何か新しいアイデアがありましたら皆様にご提案
頂き、更に一層読み易い楽しい週報が出来るように作っていき
たいと思います。
公共イメージ・雑誌・IT：今までと同じ方向性、そしてSNSを
使っての情報発信を行います。また、次年度よりHPを田中会員
にお願いしてリニューアルして頂きます。積極的に情報発信を
していきますので、よろしくお願いします。
クラブ管理運営：クラブテーマの基づき、クラブの要である例
会を開催し、メンバーとそのご家族の安心安全そして喜びを大
切に運営することを心掛けて参ります。
親睦：会員同士の交流を図って頂けるような活動を心掛けます。
例会設営、クリスマス例会、新年例会、会長引継ぎ式、家族親
睦旅行、そして湖南RCの歴史を振り返る例会を創立記念例会内
で行う予定です。
出席：例会が楽しみになる様に明るく笑顔でお迎えいたします。
そして出席率100％を目指します。永年出席の表彰を行い会員の
出席意識の高揚に努めます。
ニコニコ箱：皆様の日常での気づきや出来事などをご記入いた
だき、皆で分かち合えればと思っております。より多くの皆様
に御協力を頂き、クラブ運営にプラスになればと思います。
奉仕プロジェクト：各奉仕委員会で事業を計画して頂いており
ますが、コロナ禍で思い通りの事業の実施が出来ないことも出
てくることが懸念されます。今だからこそ出来る手段があると
思いますので当初の目的を達成出来る様に、各委員会で連携、
調整を上手く出来る様務めて参ります。
職業奉仕：湖南RCの各会員が職業を通して職業奉仕を実践し、
またクラブ全体として取り組める奉仕について考え実行してい
きます。職場訪問、健康診断、ビジネススタディを実施します。
職場訪問はコロナ禍で受け入れが難しいことも考えられますの
で、その際は職業奉仕についての講演をお願いするという変更
も考えております。皆様ご協力をお願いします。
社会奉仕：会長のテーマを実現するために活動に取り組みます。
水と緑に囲まれた豊かな自然環境の湖南市。その中心を流れる

● 出席報告

例会名
例会日
会員数
当日出席
事前
事後
出席免除
出席率

野洲川の恩恵に感謝し、SDGｓ未来都市計画を掲げた市の取り
組みを踏まえ、地域資源を大切に、そして自然に配慮された持
続可能なまちづくりに協力していきます。また、引き続き全世
界からポリオがなくなるよう撲滅活動の協力を呼びかけさせて
いただきます。石部頭首工見学研修会（時期未定）、『野洲川
の恵み』をテーマにしたシンポジウム（11月～12月）を計画し
ています。詳細が決まりましたら皆様にご案内いたします。尚、
参加を予定しておりました湖南市夏まつりは中止になりました。
国際奉仕：ポリオ根絶募金活動を行います。また、国際協会と
協力をしていきます。コロナが落ち着いてくれば６月の台北府
門会長交代には２年越しの訪問をする予定です。
青少年奉仕：クラブテーマに基づいた活動を実施し、ロータ
リーの理念のもと青少年への事業を計画いたします。「空から
野洲川を見てみよう」熱気球体験搭乗を実施。湖南市、その近
郊に住む子供とその親御さんを対象に約３２０名を募集。
「自分たちの住む街」を「流れている野洲川」を空から眺め、
命の源である水の恵みに感謝し、自然保護、持続可能なまちづ
くりに取り組む人材育成を目指します。野洲川鮎フェアー地域
の水土里を大切にするテーマの基、湖南市の水（野洲川）、土
（大地）、里（湖南市の食材）を考えることを目的とし、鮎つ
かみ取りを通じて「鮎」とふれあい、食材の価値を見つめなお
す機会とする。湖南ロータリークラブ杯学童軟式野球大会の実
施。 RYLA研修生の募集と派遣。ホタル祭り（岩根小学校）
地区委員の挨拶：平松隆一青少年育成委員、田中憲司広報委員、
石原久歳学友委員、荒川太郎職業奉仕委員

ニコニコ箱
2021年6月10日 第32期 第22回 通算第1452回
南 啓 次 郎 今期の例会も本日を含めてあと２回となりました。残り僅かですが、
よろしくお願いします。
小 森 茂 樹 33期はワクチン効果をもって例会がより一層楽しくなります様願って
おります。
近 藤 和 彦 33期御協力、御支援宜しくお願いします。
徳 島 り つ 子 クラブより皆さん御見舞いありがとうございました。ニコニコでお役
に立てていただければと思います。友情に感謝です。
辻

孝

範 梅雨の中休み、ゴーヤの苗が元気につるを伸ばしてます。

卯

路

正 先日は当クラブ会員として、あたたかく迎え入れていただきありがと
うございました。今後共宜しくお願い致します。

伊 地 智 良 雄 次年度計画どおり３７回の例会が開催出来ますことを祈っています。
山 本 善 通 早くコロナが終息し、皆で食事が出来る事を記念しています！
中 村 好 弥 コロナワクチンの効果を期待して、次期３３期が順調に出来る事を
願っております。会員皆様もどうぞご自愛を。
林

善

彦 次年度よろしくお願いいたします。

山 本 忠 志 次年度委員長の皆様よろしくお願いします。
木 元 博 信 皆様のお陰様をもちまして、今年度の目標額￥1,800,000（4月22日）
達成いたしました‼ありがとうございました。
本日合計４４，０００円
累計１，９３３，０００円

● 例会変更

第1451回
4月22日
42 名
29 名
1名
1名
10 名
96.88%

第1453回
6月10日
43 名
30 名
1名
0名
9名
91.18%

例会日

クラブ名

ビジター受付

例会日

クラブ名

ビジター受付

06/25(金)

大津中央

なし

07/09(金)

大津中央

なし

06/26(土)

東近江

なし

07/13(火)

大津

なし

06/29(火)

長浜北

なし

07/16(金)

大津中央

なし

06/29(火)

大津

なし

07/20(火)

大津

なし

06/30(水)

大津東

なし

07/23(金)

東近江

なし

06/30(水)

八日市南

なし

07/23(金)

大津中央

なし

07/02(金)

大津中央

なし

07/24(土)

東近江

なし

07/06(火)

大津

なし

07/27(火)

大津

なし

