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高橋省三氏糟

ロータリーを実銭しみんなに豊かな人生を

2013-2014年度国際ロータリー会長
口ン D パートン

神局
-会 長星川和紀

・幹 事毛利泰治郎

・会報委員長土肥義紹

・例会日毎週火曜日

12: 10-13: 10 

・例会場四国中央商工会議所

電話 58-3530

FAX 58-6294 

・事務局四国中央商工会議所

電話 58-3530

会長就任挨拶

会長 星川和紀

この度 2013・2014年度の会長をさせて頂く事になりました。どうかよろしく お願い致

します。

本年度ロン パートンR1会長のテーマは 「ロータリーを実践し、 豊かな人生をJです。

ロータリーの積極的活動こそがロ ータリーの存在価値であり、どれだけ多 くの人々の人生

を豊かに出来るかは、皆さんのロータリーに対する熱意と献身にかかっています。そして

一番豊かになるのは皆さんご自身の人生です。と提唱されています。

R 1第 2670地区 関裕司ガパナーは「地域で、世界で、ちょっといいことをしよう」

をテーマにしておられます。

私達の川之江ロ ータリークラブは、多くの諸先輩のご努力により半世紀の素晴らしい歴

史と伝統を築くことが出来ました。そして本年度より一世紀に向けて新たな一歩を踏み出

します。その一歩を会員の皆様とともに、 “歴史を学び、ロ ータリーへの理解をよりいっ

みどりと自然を大切に



そう深め、思いやりあふれる奉仕活動"で進めてゆきたいと思います。

また、今年は、私達のクラブにとって大事なことがあります。愛媛第一分区ガノfナー補

佐に石原紘一会員が選出されました。ク ラブとしてできるかぎりサポー卜したいと思いま

す。そ して、それに伴い 1Mのホス トクラブを務めることにな っております。会員の皆様

に大変なご苦労をおかけすることになりますが、クラブの総力で取り組んでいきたいと願っ

ております。

不勉強で微力ではありますが一年間一生懸命努めさせて頂きたいと思います。会員の皆

様のご指導ご協力を心よりお願い申し上げます。

幹事就任挨拶

幹事 毛利泰治郎

川之江ロ ータリークラブに入会 してはや 19年になります。この度星川会長のもとで幹

事をおおせっかりました。 19年間ではじめての大仕事です。来年 2月には 1Mもひかえ

ております。一所懸命務めますので皆様の友情と寛容の精神をもって御協力をよろしくお

願いします。



第 2518回例会記録

出席報告

1.出席会員 (61名中) 44名

2.出席免除 2名

3.来訪ロ ータリアン

(伊予三島RC)

井原伸様 ・大西芳和様

(観音寺RC)

細川俊一様

4.当日出席率 74. 58 % 
5.前々回補足修正率 94. 92 % 

(メイクアップ会員)

井川会員

(6/10 東京築地RC)

篠原正会員

(6/21 伊予三島RC)

委員長の時聞

大 (17: 40開催)次年度理事会報告

7月 9日(刈夜間例会に変更

18 : 30~四国中央会議所 4 F (例会場)にて

短期交換受入学生 例会出席のため

• 7月 9日(必 15: 30頃松山 学生到着

松山で、学生を引受後、 川之江まで移動。

川之江帰着後、そのまま当クラブ例会へ出

席いただく予定です。多数のご出席をよろ

しくお願いいたします。

-川之江RC創立 50周年記念式典決算報告

50周年実行副委員長石川澄会員

・出席報告 出席委員長 石川豊和会員

会務報告

1.国際ロ ータリ一日本事務局 経球室

2013年 7月ロータリーレート のお知ら

せ(1ドル=99円)

2.第 2670地区 ガパナ ーエ レク ト事務所

次年度 カゃパナ一月信の電子化について

・従来の印刷物での配布ではなく 、電子

化により合理化を図ることとなりまし

た。ガパナ一事務所のホームページに、

毎月初旬にア ップされます。 印刷物の

配布が必要な方は、適宜対応させてい

ただきますので、 当クラブ事務局まで

ご連絡ください。ご協力をよろしくお

願いいたします。

3. 2013年 6・7月 近隣クラブ例会のお

知らせ(出席委員会)

H. 25. 6. 25 

ニコニコニュース
鈴木昇… 1年問、誠にありがとうございま

した。皆様のご支援ご協力に深く

感謝致します。

大西聖…事務局三好機はじめ、会員の皆様

親切にご指導ご協力いただきおか

けで無事幹事の大役を務めること

ができました。ありがとうござい

ましfこ。
石村浩...6月 20日奈良ロ ータリ ーにてメ

イキャップさせていただきました。

奈良ホテルでコース料理を生演奏

のBGMを聞きながら堪能させて

いただきました。また、パナー交

換の様子は FBにも UPしていた

だけました。皆様是非地区の例会

に出席して、輸を広げて行きましょ

う!

大西宣…鈴木会長 ・大西幹事、 1年間ご苦

労様でした。川之江ロータリーク

ラブ 50周年にふさわしい歴史に

残る名会長 ・幹事でした。

高 畠-・クラブ創立 50周年。今年は我が

川之江クラブの歴史の中でも最高

に充実した 1年であり、そして素

晴らしいクラブに成長できた 1年
だったと思います。

精神面でも、また活動面でも、

「これでこそロータリ ー」を強く

感じた I年でした。毎回の例会が、

楽しくて仕方ありませんでした。

全会員同じ気持ちだと思います。

クラブをここまで引っ張ってくれ

た会長、幹事の名リーダーシップ

振りは勿論のこと、さらにそれに

歩調をあわせて協力された理事の

皆さん方のご努力に、心から感謝

申し上げます。

更なるロ ータリー ・ライ フを楽し

みましょう! ! 
入会歴の一番古く、且.つ新しい新

入会員より

星 )1卜・・鈴木会長さん、大西幹事さん、 1 
年間ありがとうございました。

辻本 ・三谷…鈴木会長 ・大西聖和幹事、お

疲れ様でした !準備期聞を入れる

と2年間、大変すばらしい 1年間

でした。



大西豊…この l年聞には、皆様の温かいニ

コニコを沢山いただきました。今

年度のニコニコの集計は、

1， 262， 500円になりました。特

に、鈴木会長 ・大西聖和幹事には

毎回のご協力をいただきました。

また、少し意味の解りにくいニコ

ニコを、三谷会員から沢山いただ

きました。会員の皆様には、多く

の本当に温かいニコニコを寄せて

いただき、 SAAより厚く御礼申

し上げます。私からは、感謝を込

めて、本年度最終のニコニコをさ

せていただきます。あ りがとうご

ざいました。

クラブ協議会 (会長担当)

① 会長 ・幹事退任挨拶

② 記念品贈呈(次年度会長 ・幹事より)

③ バッジ交換

<食事と交歓>司会進行:小山文人親睦委員

①会長挨拶 鈴 木 昇 会 長

②乾杯 森実和生会員

③ 食事と交歓

④ ソング(手に手つないで)

⑤ 中締め

近隣RCの例会日

高畠重章会員

大塚幹夫会員

7月4日(木)観音寺RC
(観音寺商工会議所)

7月5日倹)伊予三島RC
(三島商工会館 4F) 

7月 9日(月)観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

次週プログラム

7月9日(対

18 : 30 -商工会議所 4F<例会場>にて

クラブ協議会(各委員会担当)

活動方針発表

|短期交換受入学生の紹介|
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