
ついに、浅野年度がスター

トしました。スタートする

喜びというよりは、1年間、

無事にお役目を務められる

のか、不安の方がいっぱい

でございます。

さて、先ほどの点鐘の際

にも申し上げましたが、記

録的な豪雨により、特に熊

本県で甚大な被害が生じ、

今現在もなお、予断を許さ

ない状況が続いております。被災を受けた旅館につい

ての報道があったのですが、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響で営業を自粛しており、つい2週間前く

らいから営業を再開したばかりで、さあこれからとい

う矢先で、旅館に土砂が流れ込み、壊滅的な被害を受

けておられました。自分自身に置き換えたとき、果た

してこれだけ試練が続くと、頑張る気持ちが続くのだ

ろうかと、とてもいたたまれない気持ちになりました。

今年の国際ロータリー会長のテーマは「ロータリー

は機会の扉を開く」です。まさに、今、扉を開けて、

我々ロータリアンとして何かできることはないかを、

本日、理事会もありますので、理事の皆様のご意見を

聞きながら、考えていきたいと思っております。

話は変わりますが、先日のクラブ協議会では、今年

度の予算や運営方法について、色々なご意見やご指導

をいただきました。誠にありがとうございました。そ

の協議会の結果を踏まえ、変更した点や感じたことを

報告させていただきます。

まず、新型コロナウイルスの関係で、何よりもまず

会員の皆様に対する支援をしたいという想いで、入念

な協議を経ず、特別支援金という形で会費の援助をさ

せていただきました。ご指摘があったとおり、本来で

あれば、現在の会費が妥当であるかどうかという根本

的な部分も含め、検討をするべきでした。

また、例会の回数を少なくしてしまいましたが、

「例会の参加は会員の義務ではなく権利である」とい

うご意見は胸に刺さりました。その会員の権利を縮小

してしまう訳ですから、もっと、会員の皆様からご意

見を聞くべきだったと反省しております。

したがいまして、その反省から、次年度のプログラ

ム・予算書を発表するクラブ協議会を例年どおりの６

月ではなく、もっと早い５月に開催するプログラムに

変更させていただき、斎藤会長エレクトの了承もいた

だきました。

また、戸部ロータリー財団委員長からご指摘があっ

たように、今年度は、グローバル補助金を活用させて

いただくクラブとして、ロータリー財団に力を入れな

ければならないところ、委員会のメンバーが手薄でご

ざいましたので、大内会員をロータリー財団の委員と

して、追加させていただきました。

以上のように、今年度は、走りながら、皆様のご意

見等を伺って、試行錯誤、軌道修

正しながら、１年間頑張っていき

たいと思いますので、皆様、一年

間、ご支援・ご協力のほど、どう

ぞよろしくお願いいたします。
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第４１代会長 浅野繁 幹事 竹村隆一郎第４１代会長 浅野繁 幹事 竹村隆一郎
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浅野 了 浅野 繁 麻生修平 荒木知太朗 池田 孝
井畑和士 今井 昇 大内 啓 岡田尚子 片岡達生
小髙 潔 小林義和 小林 亘 斎藤由紀 櫻井好美
神 正臣 關口和行 髙橋 薫 竹村隆一郎 妻島不三二
鴇田和之 戸部謹爾 友野俊政 中島恵里 仲原一郎
猫田岳治 服部秀雄 福田理佳 古谷桂子 宮 寛
森 秀樹 森 三枝 八木和男 山川真哉 山口修代

山崎康弘 山本昭彦 吉川末満 米谷昌紀
ゲスト／張 暁芳様

欠席者 出席者 出席免除者

委員会報告

米山記念奨学会カウンセラー 猫田岳治会員

奨学生とクラブの懸け橋になるべく、セミナーに参加し

てきました。パブリックスピーチの練習を兼ねて本日は

長めに話していただきました。みなさん、張さんとの

交流をよろしくお願いします。

●７月ロータリーレート 1ドル＝10７円

●上期会費納入のお知らせをFAXしております。

７月末が期限となっております。

●米山記念奨学金セミナーに、中島会員が出席。

●米山奨学金カウンセラーセミナー懇親会に、猫田会員が出席。

今後の予定
７月１４日(火) 通常例会 （ガバナー補佐訪問）

７月２１日(火) 祝日休会

７月２８日(火) 夏季休会

８月 ４日(火) 通常例会 クラブ協議会 理事会

８月１１日(火) 祝日休会

例会出席報告

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

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

例会欠席の場合は、前週金曜日までに

必ず事務局へ連絡をお願いします。

（ ＴＥＬ／ＦＡＸ／Ｅ－ｍａｉｌ／ＬＩＮＥ ）

本日の卓話

浅野 繁 会長

ご自身の生い立ちから司法書士となる

現在までのヒストリーをお話しいただき

ました。

ワンコイン ７月７日 ６，９２７円
ニコニコ 累計 ６，９２７円

幹事報告

本日のゲスト

２７９０地区女性会会長 斎藤由紀会員

漆原ガバナーのもと女性交流会から女性会とし、公式

な会として活動していくこととなりました。
ＲＬＩの開催が再開し、パートⅡが８月８日、パートⅢが

９月７日に開催されます。登録をお願いします。

張 暁芳様（米山奨学生）

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

７月７日 ３９ ２５ ４ ７１．４

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

お祝い事

会員誕生日 關口和行 古谷桂子

ご家族誕生日 浅野了 竹村隆一郎 八木和男

吉川未満

アニバーサリー 八木和男

広報・公共イメージ向上委員会委員長 井畑和士会員

ＨＰ・ＦＢのトップページを浅野年度バージョンに更新し

てあります。今年度も卓話原稿の提出をお願いします。

会報誌のみに掲載し、ＳＮＳにはアップしません。


