第 908 回例会 2015 年 7 月 1 日
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司会進行 SAA 白井 勇 君
＜ビジター＞
＊御坊 RC 会長 丸山信仁 君
＊御坊 RC 幹事 玉置幸史 君
＊御坊南 RC 会長 田淵光彦 君
＊御坊南 RC 幹事 古谷恭子 君
会 長 挨 拶

会長 森本弘之 君

皆さん、こんばんは！ いよいよ始まりました！
今年度２０１５・２０１６会長をさせていただきます森本です。
頼りないかもしれませんが、1 年間自分なりに精一杯頑張り
たいと思っていますので皆様ご協力の程よろしくお願いしま
す。

幹 事 報 告

幹事 小池佳史 君
○皆様の席においている隠岐のお菓子は、松本雅彦君からの
お土産です。
〇もみじ饅頭は、栗林君が消防団幹部の旅行で広島に行った
お土産です。
○本日例会終了後、理事会を開催します。
〇前年度の辻ガバナーより、「最後の会長会、幹事会、慰労会
を無事終了できました。その時、ネパールの地震の義援金と
して 178 万 3,387 円集まり送らせて頂きました。」とお礼状が
届いています。
本日のプログラム

バックには、直前会長の小池さんが幹事を務めていただきま
すので本当に心強いです。
本日、お忙しい中、御坊 RC 会長、丸山様、幹事の玉置様、
御坊南 RC 会長、田淵様、幹事の古谷様、第一例会に御出席
ありがとうございます。
１年間どうぞよろしくお願いします。又、たっぷり時間ござい
ますので後程あいさつの方よろしくお願いします。
本日私の４７回目の誕生日！です。
『今日は何の日』と言うことで・・・・
7 月１日の記念日を調べてみました！今日はいつもより１秒
長い日です。
うるう秒とは？
1958 年より原子の振動を利用した超高精度の時計の時刻
が国際時刻と定められ、原子時計の時刻は極めて正確なので
すが若干ずれがありその調整のために数年に 1 度、うるう秒が
挿入され辻褄をあわせているそうです！
第１回は、1972 年昭和 47 年 7 月 1 日、直近では 3 年前の
2012 年平成 24 年 7 月 1 日、今回で 26 回目だそうです。
山開きの日
山形新幹線開業記念日（1922 年 平成 4 年）
郵便番号記念日（1968 年 S43 年）
ウォークマンの日（1979 年 S54 年）当時 33000 円と高額！

「新年度 3RC 会長幹事挨拶」
御坊 RC 会長 丸山信仁 君
今期、御坊ロータリークラブ第６２代会長をさせて頂きます丸
山信仁と申します。どうぞよろしくお願いします。
チャーターメンバーの森本君、経験豊富な小池幹事と南クラ
ブの田淵君、古谷幹事と情報交換をしながら、一年間過ごして
いきたいと思っています。
よろしくお願いします。
少しここで、私のＰＲをさせて
頂きたいと思います。
今期、御坊クラブは青少年奉仕
に特化した事をやろうと考えて
います。１つ目は、交換留学生を
ドイツに和歌山高専の石谷萌さん
を１年間ドイツに派遣します。
その代わりにドイツから大きな女の子が８月末に来る予定にな
っていますので、是非、例会等に誘って頂き、日本の文化を味
わせてあげられるプログラムに参加させて頂ければありがたい
と思います。
もう１点は、姉妹クラブの白川ロータリークラブと提携して「あ
んちん念仏踊り」を継承している東北中学校の生徒を３月２６
日に呼んできて、そこで念仏踊りを舞って頂くというプログラム
を考えています。それと同時に、大成中学校の生徒と震災の
風評等を話し合える情報交換の出来る場を作っていきたいと

考えています。
皆様方のご協力をお願いして私の挨拶とさせて頂きます。一
年間、よろしくお願いします。
御坊 RC 幹事 玉置幸史 君
丸山会長のもと、一年間幹事をさせて
頂きます玉置です。
会長を一生懸命支えていくつもりです。
どうぞよろしくお願いします。
御坊 RC 会長 田淵光彦 君
みなさん、こんばんは。今年度
御坊南ロータリークラブの会長を
務めさせていただきます田淵です。
御坊東クラブの皆様には日頃
より公私共にお世話になっている
方が多く、また幹事をしておりました
時にはご指導、ご鞭撻をいただき大変
親近感をもっております。私はロータリークラブに入会して約１０
年になります。森本会長はロータリー歴が２０年、御坊クラブの
丸山会長が３０年と御二方ともロータリアンの大先輩です。森本
会長、丸山会長どうぞご指導宜しくお願い申し上げます。
秋には創立２０周年の御坊東クラブさんと合同で記念ゴルフ
コンペも開催する事となっております。御坊東クラブの皆様にも
何かとお世話になりますがその節はどうぞよろしくお願い申し上
げます。
若輩者ではありますが、古谷幹事共々今年一年間どうぞよろ
しくお願いします。
最後になりましたが、御坊東クラブの皆様、本日は初例会お
めでとうございます。
御坊南 RC 幹事 古谷恭子 君
こんばんは。南ロータリークラブ幹事
を務めさせて頂きます古谷恭子と申し
ます。どうぞよろしくお願いします。
今、とても緊張しています。入会して
まだ５年です。
私は、いつも年より上に見られま
すが、こちらの北垣剛君と同い年です。
今年一年、田淵会長の足を引っ張らな
い様に、頑張っていきますので、まだまだ未熟者ですが、どうぞ
よろしくお願いします。

◇白井 勇 君 森本年度開始です。頑張ってね!!
◇龍田安廣 君 初例会を祝して!!
出席報告

出席委員会 白井 勇 君

会員数

欠席者

16名

4名

6月17日

出席者 名誉会員 出席率
12名

の修正出席率

1

75.0%

なし

ROTARY CLUB SONG

それでこそロ－タリ－

７月２日小池佳史君事業所にて週報作成について打合
せ会議を開催しました。今年の週報は彼女達にフォロー
して頂くとになりました。よろしくお願い致します。

ニコニコ箱

SAA 白井 勇 君
◇御坊 RC 会長 丸山信仁君（過分に） 1 年間よろしくお願い
します。
◇御坊 RC 幹事 玉置幸史君（過分に） 1 年間よろしくお願い
します。
◇御坊南 RC 会長 田淵光彦君（過分に） 今年度、一年間どう
ぞよろしくお願い申し上げます。
◇御坊南 RC 幹事古谷恭子 君（過分に） 今日から１年間よろ
しくお願いします。
◇森本弘之 君（過分に） 本年、一年間ご協力をよろしくお願
いします。
◇小池佳史 君（過分に） 本年一年間よろしくお願いします。
◇雑賀鈴夫 君 森本会長、小池幹事、本年もよろしくお願い
します。
◇栗林久一 君 森本会長、小池幹事、本年度一年よろしくお
願いします。
◇松本政彦 君 新年度の初例会に御坊クラブ丸山会長・玉
置幹事、南クラブの田淵会長・古谷幹事ようこそお越
し下さいました。森本会長・小池幹事の門出を祝して

次回例会のご案内
★7/15 例会は
朝日生命保険相互会社様
の外来卓話です。

