
皆様、こんにちは。

鈴木ガバナー補佐、森

市ガバナー補佐幹事、

二度目となりますが、

本 日 は 当 ク ラ ブ の 例

会にご参加いただき、

誠にありがとうございま

す。今日は例会後にク

ラブ協議会もあ り、長

丁場となりますが、よろ

しくお願いいたします。また、１０月６日のガバナー

公式訪問の際も、何卒、よろしくお願いいたします。

既に、第11グループでは、ガバナー公式訪問を

終えたクラブもあるかと存じますので、当クラブ

のガバナー公式訪問に向けて、アドバイス等をい

ただければ幸いでございます。

さて、本日は、前々からご案内しておりますとお

り、柏市社会福祉協議会光ケ丘地区社協部の井

上様にお越しいただき、卓話をしていただく予定

です。本日は、お忙しい中、お時間を作っていた

だき、誠にありがとうございます。今年は、新型コ

ロナウイルスの感染拡大の影響で色々な活動が

制限されているかと存じますが、例年、当クラブ

では、独居老人の安否確認の一環でお花を配る

「ふれあい訪問」事業を支援させていただいてお

ります。もう約１０年も続いておりますが、我々は最

後のお花配りのほんの一部のみに関わっている

だけで、ふれあい訪問事業の全体像が分かって

おりません。したがって、今までのような支援のや

り方は、本当に役に立っているのか？かえって邪

魔になっているのではないか、今までのような最

後のほんの一部の関りであれば、支援を続ける

意味があるのかという会員の声があるのも事実

でございます。本日は、今後、当クラブがどのよう

な支援ができるのかを考えるヒントを得るために

も、井上様のお話を伺えればと思っております。

井上様、この後の卓話、ど

うぞよろしくお願いいたしま

す。

本日は、お二人の卓話が

ございますので、短い挨拶

となりますが、以上で本日

の挨拶とさせていただきま

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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基本的教育と識字率向上月間

／ロータリーの友月間
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浅野 繁 浅野 了 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／鈴木 桂三 様 森市 直樹 様 井上 伸枝 様

欠席者 出席者 出席免除者

委員会報告

●９月ロータリーレート １ドル＝１０６円

●上期会費納入期限、７月末となっています

今後の予定
９月２２日(火) 祝日休会

９月２９日(火) 理事会のみ

１０月 ６日(火) ガバナー公式訪問

１０月１３日(火) 任意休会

１０月２０日(火) 通常例会

１０月２７日(火) 通常例会 理事会

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

第２７９０地区 第１１グループ
ガバナー補佐 鈴木様

漆原ガバナーの地区スロー
ガンを加味したお話をいた
だきました。

幹事報告

ロータリー財団委員長 戸部謹爾会員

先日、会長・幹事とセミナーに出席してきました。財

団への理解と協力をお願いします。

例会日 会員数 出席 出席率に用いる数 ％

９月１５日 ３９ ２３ ４ ６５．７

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

本日のゲスト

ワンコイン ９月１５日 ４，７８０円
ニコニコ 累計 ３８，５８７円

鈴木 桂三 様

（柏西ＲＣ）

森市 直樹 様

（柏西ＲＣ）

井上 伸枝 様

（柏市社会福祉協議会

柏市社会福祉協議会光が丘
地区社協部 井上様

『社会奉仕委員会』による卓
話です。ふれあい訪問につ
いてお話しいただきました。


