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 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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

菅原君：前期活動報告させていただきます。宜しくお願い

致します。 

北畑君：本日、前期活動報告よろしくお願いします。 

 

（木本例会運営委員） 

本日の会員数３１名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２３名 

（出席規定免除会員７名） 

 

（橋本会長） 

「半年を振り返って」 
 本日は、2019-2020年度上半

期、最後の例会となります。会

員の皆様には、クラブ運営にご

尽力を賜り誠に有難うございま

した。心より御礼申し上げます。 

 本日は、SAAおよび各奉仕部

門の委員長より前期活動報告

を部門ごとに、特定分野も含めお願いしたいと思います。

委員長の皆様、どうぞ宜しくお願い致します。 

 さて、私にとってこの半年間、ようやく半分までたどり着い

たという思いです。毎週毎週あわただしく駆け足で来たよう

な感じがします。例会や行事ごとに抜けのないようにと万

全の準備をしてきましたが、いざ本番になると常に何か抜

けていて反省することが多かったように思います。 

良かった事： 

①食事時間・・・15分早く食事を始めることにしました。余

裕をもって食事ができるようになり、また、例会の時間調

整としての機能もありました。 

②モニターの設置・・・モニターを購入して、歌詞や卓話者

の紹介など、プロジェクターとは別に表示が可能にな

り、発表の仕方の幅が広がりました。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９３５回例会） 

令和元年１２月１９日(木）  

（橋本会長） 

 

（岩橋SAA） 

橋本君：本年最後の例会です。半年間お世話になり、あり

がとうございました。本日は前期活動報告です。よろし

くお願いします。 

中元君：本日の前期活動報告よろしくお願いいたします。

クラブ運営に御協力をいただきありがとうございました。 

成川（守）君：前期活動報告をさせていただきます。クラブ

奉仕委員会の皆様、ありがとうございました。下半期も

よろしくお願い申し上げます。 

上野山（捷）君：本日の前期活動報告よろしくお願い致し

ます。 

児島君：会長さん、役員の皆様、前期ご苦労さまでした。

下半期もよろしく。 

脇村君：皆さん、良いお年をお迎えください。 

宮井君：各委員長の皆様、前期活動報告よろしくお願い

致します。 

岩本君：金屋の方での会議の為、中座させていただきま

す。 

松村君：令和元年は皆様にお世話になり、ありがとうござ

いました。令和2年もよろしくお願いいたします。 

上野山（栄）君：前期活動報告よろしくお願いします。 

橋爪（誠）君：各委員長様、本日の発表よろしくお願いい

たします。児島良宗さん、先日はありがとうございまし

た。 

川口君：本日の前期活動報告よろしくお願い致します。本

年最後の例会ですね。皆様、良いお年をお迎え下さ

い。 

木本君：本日の前期活動報告宜しくお願い致します。 

  令和２年１月９日 第２９３６回 

・新年夜間例会（ダイワロイネットホテル和歌山） 
 年頭所感 中村 吉伸 君 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  令和２年１月２３日 第２９３７回 

・会員卓話 川口 健太郎 君 

 「職業奉仕が事業の根幹」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９３５ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

出 席 報 告              
ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 



２ 

疾病予防と治療月間 

③Wi-fiの活用・・・商工会に依頼して、例会場でWi-fiが

使用できるようにして頂きました。 

頑張った事： 

①会長の時間・・・私自身のロータリーの勉強と思い、そ

の時々のテーマをMy Rotaryやロータリーの本、また、

他クラブのHPなどを調査し、私自身の勉強になりまし

た。 

②ローターアクト復活への取り組み・・・会員皆さんが納

得できる形でスタートすべきだと思い、何回も議論を重

ねてきました。来年には、設立検討委員会を中心に更

なる検討を行います。 

検討すべき事： 

①例会数の削減・・・今年度の例会数は38回、7月と4月

以外は月に3回の例会数にしました。委員会や打合せ

などが出来ないという不都合も出てきました。IDMでの

意見を取り入れて例会日に委員会を開催したのは良

かった。 

②委員会の開催・・・うまく機能している委員会と改善す

べき委員会があったと思います。後期は、出来る限り

会員全員参加型の委員会に出きればと思います。 

③例会の開催日時や開催場所・・・イベント開催で、開催

日・開催場所・交通の便・食事内容など反省すべきこと

がありました。 

 まだ、半年です。残りの半分、来年は、新年例会、ミャ

ンマー国際奉仕事業、箕島高校での職業紹介事業、家

族親睦旅行、ホノルル国際大会など、上半期以上に

種々の活動を計画しています。どうぞ皆さま、積極的に

活動に参加し、事業を楽しんで下さい。また、クラブの運

営へのサポート宜しくお願い致します。 

 

（中元幹事） 

１、＜地区より＞ 

①国際ロータリー第 2640地区 

2020-2021年度地区会議・行

事等の連絡が入る。（橋爪誠

治会長エレクト、井上修平次期

幹事にメールでお知らせをす

る。） 

②米山梅吉記念館への寄付金

送金方法についての連絡が入る。これまで任意の米

山梅吉記念館寄付金の送金方法については、「ガバ

ナー事務所で取り纏めをする」、または「各クラブから

直接送金する」ということだったが、今期よりガバナー

事務所では取り纏めはせず、各クラブから直接、同記

念館宛に送金するということに決まった。 

③国際ロータリー第2640地区ローターアクトクラブ地区連

絡協議会の案内が届く。（丸山青少年奉仕委員長、上

野山栄作アクトクラブ設立検討委員長にメールでお知

らせをする。） 

④ガバナーエレクト事務所より、 2020-2021年度の地区

への出向のお願いが届く。（現在、地区に当クラブから

8名が出向していますが、引く続き出向をお願いした

い。） 

２、2019-20年度の当クラブの組織表を更新した。（第6回

定例理事会でローターアクトクラブ設立検討委員会の

設置が承認されたため。） 

３、米山奨学生の任泰然君が卓話を行った有田2000RC

より、任君が掲載された週報が届く。 

４、ハイライト米山、The Rotarian誌（回覧） 

５、例会変更（後方掲示） 

 

 

 

 

＊ローターアクトクラブ設立検討委員会 

                     （上野山（栄）委員長） 

本日、例会終了後に経済クラブにて第1回の委員会を開

催します。委員の皆様、宜しくご参加下さいますようお願

い致します。 

 

 

SAA（SAA 岩橋行伸君） 

１）8月より食事は12：15～、点鐘

は12：30、例会開始は12：35～

とし、食事をゆっくり楽しみなが

ら食べれるよう、例会時間や配

分を考慮しました。 

２）食事時間にバックグラウンド

ミュージックを流しました。 

３）例会の食事は地元の複数の業者さんに依頼していま

す。 

４）夏場はクールビズを実施しました。 

 

クラブ奉仕委員会 （委員長 成川守彦君） 

 

①会員組織委員会  

      （委員長 井上修平君） 

１）職業分類「公認会計士」を開設

しました。 

２）2名の新会員の入会（1名は当

クラブ4人目となる女性会員） 

３）9月21日の会員増強合同会議

に出席、同会議における会員増強アンケートの集計結

果を例会内で回覧  

４）マイロータリー内の健康チェックの活用をお知らせしま

した。マイロータリーに登録していない会員さんにはプ

リントにて配布しました。  

 

②情報・研修委員会 （委員長 中村吉伸君） 

１）前年度の規定審議会で承認された制定案に基づき、

当クラブの定款・細則を変更する 

  4月21日の地区研修協議会、6月9日のクラブ情報規

 幹事報告  

委員会報告 

前期活動報告発表 

ロータリー研究会の報告 

第48回ロータリー研究会に 

出席した成川（守）PDGより、

報告が行われました。 

 

※発表内容は別付資料参照 



定委員長会議、及び11月30日クラブ情報規定委員長

会議に出席し、2019年規定審議会採択案について研

修を受けた。改正された制定案に基づき新しい定款・

細則・内規の変更を進めている。 

２）前期は2名の新入会員を迎えることができた。松村委

員を中心にオリエンテーションを行なった。 

３）前期 IDMは10月9日、10日、橘家で開催。テーマは

「委員会活動はどのように運営するのが良いか」で活

発な意見交換が行われた。 

 

③例会運営委員会 （委員長 石垣泰伸君） 

１）｛卓話｝新入会員の方（自由テーマ）、ロータリー歴5年

以上の方（過去に行った事業の思い出の活動）を引き

続きお願いします。 

２）外部卓話は、色々な分野で活躍している方やロータ

リー月間に合わせた関係者の方にお願いしました。 

３）例会欠席者にはメークアップの奨励を、なお一層行い

ます。 

４）SAAをサポートし、例会場の設営・撤収をします。 

 

④親睦活動委員会 （委員長 児嶋正人君） 

１）会員の親睦を図るために例会30分前に到着し、ゲス

ト・ビジター並びに会員の出迎えと週報及び資料の配

布をし、例会でのゲスト・ビジター等の紹介とサポート

をしました。また毎月第一例会で当月会員誕生日・配

偶者誕生日・結婚記念日を紹介し記念品を贈呈しまし

た。  

２） 9月12日（木）にテスティモーネで家族例会を開催しま

した。  

３）9月22日（日）に3クラブ親睦ゴルフコンペを有田東急

ＧＣで開催しました。  

４）12月7日（土）にゴールデンリバーでクリスマス例会を

開催しました。 

 

⑤ロータリー広報委員会 （委員長 脇村重徳君） 

１）読みやすいクラブ週報を発行する 

 週報の原稿を毎週、委員全員で校正し、水曜日午前

中を期限として委員長が最終確認の上、印刷を行った。

なお、見やすい広報を目指して写真を多用したため、若

干ページ数が増えたこともあった。 

２）「ロータリーの友」誌の解説を行う 

 発表者は在籍年数の浅い4名の会員で分担し、解説の

最後には必ず一言「感想」を述べることで、より理解を深

めるようにした。 

３）各種媒体を駆使して双方向の情報活動を展開する 

 「友」誌、「ガバナー月信」などによる情報活動は行った

が、「My Rotary」の情報開示に関しては執行部のみに限

定されており、今後の課題としたい。「ホームページ」に

ついては毎週の週報をアップした。「SNS」に関しては現

在、クラブの公式Facebookページを60周年に合わせて

開設しているが、本年度は投稿していない。定期的な情

報発信を行うかどうか、委員会で検討をしたいと考える。 

４）外部の有識者に卓話をお願いする 

 9月26日（木）、ロータリーの友事務所所長・理事の渡辺

誠二様をお迎えし、「『友』あれこれ」と題して卓話をして

いただいた。より良い「友」誌を作るためにはロータリアン

の協力が不可欠であるとのことである。 

 

職業奉仕委員会 （委員長 川口健太郎君） 

【開催・協力事業】 

現在までに事業は開催してお

りません。 

委員会は3回とメールでのやり

取りを行っています。 

【今後の事業】 

１）職業奉仕月間での卓話 

   開催日：1月23日（木） 

   内 容：会員卓話として「職業奉仕が事業の根幹」を

テーマに川口が卓話させて頂きます。 

２）職業紹介事業の開催 

   開催日時：2020年3月13日（金）午前中 

   開催場所：和歌山県立箕島高等学校 体育館 

   ：上記高校2年生 

   内 容：会員企業並びに関係企業で各事業所の説

明会を開催致します。 

 なお本事業は青少年奉仕委員会との共催となります。 

３）ローテンションデーの開催 

 4月開催に向けて現在企画中です。 

【感想】 

 前期は職業奉仕とは何かを勉強する機会となりました。

それは先輩や地区での勉強会、他クラブへのメイクアッ

プなどロータリアンとの出会いと会話から、自分たちの事

業が地域社会に奉仕していることを気付かせて頂きまし

た。 

 

社会奉仕委員会 （委員長 木本隆昭君） 

１）有田ロータリークラブが提唱

し、今では有田市全体の奉

仕活動となっている[第22回 

有田川クリーン作戦]に7月7

日にクラブ員17名が参加し、

有田川河川敷の清掃をしま

した。 

２）又、同じく7月には薬物乱用

防止のためのキャンペーン「ダメ。ゼッタイ」への募金

活動を行い、当クラブより23,000円を国連支援募金に

送金しました。 

３）地区からの依頼で、9月には「令和元年8月 九州北部

豪雨災害」、10月には「台風15号及び19号災害」への

義捐金の呼びかけがあり、当クラブから中野ガバナー

にそれぞれ25,000円ずつ送金しました。 

４）有田中央高校の校長先生と上野山直前会長とのご縁

により、有田中央高校農業クラブの皆さんに11月14日

に卓話をしていただきました。 

５）後期には「NPO法人さくらんぼへの遊具寄贈と児童と

のふれあい」や「みかん海道並びにウエノ公園桜木の

手入れと清掃活動」を行いますのでご協力の程宜しく

お願い致します。 

 

３ 

疾病予防と治療月間 



青少年奉仕委員会 （委員長 丸山芳孝君） 

１）2019年7月25日（木）有田ロー

ターアクトクラブについての検

討会を行いました。  

２）2019年8月1日（木）地区ロータ

アクト関係者に例会に来て頂

き卓話で活動内容を紹介して

もらいました。 

 

卓話題名：「ローターアクトについて」 

              左近 悟氏（地区RAC直前会長） 

       「御坊ローターアクトクラブの活動について」 

ゲストとして 

   左近 悟氏（地区RAC直前代表、岸和田RAC） 

   谷 悠平氏（御坊RAC会長） 

   酒井 憲久氏（地区RAC代表 堺RAC） 

   丸山 信仁氏（地区特別幹事 御坊RC） 

   中元 裕子氏（元神戸RAC） 

   西原 正起氏（元有田RAC） 

   岩山 隆弘氏（元有田RAC）に来て頂きました。 

 例会後、ローターアクトクラブに関する意見交換会を開

催しました。 

３）2019年9月19日（木）ローターアクトクラブについての

意見交換・勉強会を行いました。 

４）2019年10月24日（木）クラブフォーラム（ローターアクト

クラブ復活について）についての意見交換会をしまし

た。 

５）2019年10月31日（木）例会のクラブフォーラムでロー

ターアクトクラブ設立の議論を行いました。 

６）2019年11月14日（木）理事会にてローターアクトクラブ

設立に関する審議がされ、有田ローターアクトクラブ設

立検討委員会が発足しました。 

７）2019年12月12日（木）理事会にて青少年奉仕委員会

と職業奉仕委員会との共同事業で職業紹介事業を行

うことが決定されました。（主に箕島高校就職希望者） 

 

国際奉仕委員会 （委員長 菅原佳典君） 

１）第3回ミャンマー国際奉仕事業の遂行について 

[準備状況] 

参加予定者：8名（内訳：会員

7名、米山学友1名） 

実施日：2020年3月19日(木)～

3月22日(日) 

場所：ヤンゴン近郊（バゴー

地区を予定） 

・航空機及びホテルの手配等

は完了した 

２）ホノルル国際大会(6月/オンツー・ホノルル)への

参加の段取り 

[準備状況] 

参加予定者：28名（内訳：会員15名、ご家族13名） 

実施日：2020年6月6日～11日(3名10日まで、2名13日

まで) 

・航空機及びホテルの手配等は完了した 

 

①ロータリー財団委員会 （委員長 松村秀一君） 

特別寄付(7月～11月) 総額 $3,200 ：9名 

ポリオプラス寄付(7月~11月) 総額 $130：11名 

地区補助金を申請し¥148,596が9月に地区より入金さ

れました、ミャンマー国際奉仕事業に活用致しま

す。 
 

②米山記念奨学会委員会 （委員長 嶋田ひで君） 

１）特別寄付（7月～11月）総額¥310,000：14名 

２）2019年9月14日 米山梅吉記念館 創立50周年記

念式典への参加を実施した 

参加者：成川 守彦、嶋田 ひで、橋爪 誠治、川口 

健太郎、菅原 佳典、任 泰然（米山奨学生） 

 

 

 
 

 

 

 

 

疾病予防と治療月間 

４ 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

 

１月１６日（木）は 

  休会です 

後期会費等集金のご案内 

 
日時：令和２年１月２３日（木） 

   午前１１：４５～ 

         （３０分） 

場所：例会場 

 

後期会費・新年例会会費の集金を

行います。 

ご準備の程宜しく 

       お願い致します。 
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資料 

 

2019-20年度 国際ロータリー・ゾーン1A.2&3
第４８回ロータリー研究会

ROTARY CONNECTS THE WORLD 
ロータリーは世界をつなぐ

開催場所：神戸ポートピアホテル

招集者 ：ＲＩ理事（2018-20年度）三木明 （姫路）

m.narukawa 2

１A
９ゾ

ー
ン

2640地区ロータリー研究会での実績（平岡PDG）
開催年月

研究会
回数

場所 テーマ 役割

1996年11月 第25回 神戸
21世紀を踏まえての
New Generationへの取り組み パネリスト

1997年
11月

第26回 札幌
－ロータリー財団プログラムはポリオ・プラス及
び奨学金供与等を中心として順調な進展を続
けているが、その馳伏と問題点について－

ディスカッション
リーダー

1999年12月 第28回 京都 会員減少とＲＣの魅力について パネリスト

2000年12月 第29回 東京
新世代プログラムの課題
－21世紀に向かってロータリーは新世代にど
のようにかかわっていくことができるか－

ディスカッション
リーダー

2640地区ロータリー研究会での実績（小島PDG）
開催年月 研究会

回数
場所 テーマ 役割

2003年11月 第32回 東京 ポリオ撲滅活動 パネリスト

m.narukawa 3

132

ゾ
ー
ン
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12３
ゾ
ー
ン

2640地区ロータリー研究会での実績（中島PDG）
開催年月

研究会
回数

場所 テーマ 役割

1997年10月 第26回 札幌

ロータリーの真髄といわれる職業奉
仕の見地からこれに逆行する昨今の
多くの事例を目前にして、ロータ
リーはどうすればこの改善に役立つ
ことができるか？

セッション
リーダー

2000年12月 第29回 東京 ポリオの撲滅について
セッション
リーダー

2001年11月 第30回 東京 ポリオの撲滅への最終過程
セッション
リーダー

2002年11月 第31回 大阪
ポリオの撲滅と募金キャンペー
ン

モデレー
ター

2006年11月 第35回 岡山 規定審議会への期待
セッション
コメンテー

ター

2007年11月 第36回 東京
「水・保健・識字」
貧困に挑戦するロータリー

基調
スピーチm.narukawa 7

1996年
までは、
記載なし

2640地区ロータリー研究会での実績（亀岡PDG）
開催年月

研究会
回数

場所 テーマ 役割

2002年11月 第31回 大阪 会員増強と退会防止について パネリスト

2003年11月 第32回 東京 ロータリー家族 リポーター

2004年11月 第33回 広島
会員増強と退会防止
(現状と将来への取り組み）

パネリスト

2640地区ロータリー研究会での実績（前窪PDG）
開催年月

研究会
回数

場所 テーマ 役割

2004年11月 第33回 広島
新世紀の夢を語る
（ロータリー100周年を記念して）

パネリスト

2005年11月 第34回 東京
新世代・青少年・教育
「ライラについて」

パネリスト

2640地区ロータリー研究会での実績（成川PDG）

開催年月
研究会
回数

場所 テーマ 役割

2003年11月 第32回 東京
ロータリーの未来のビジョン
（RI長期計画を含む）

パネリスト

2004年11月 第33回 広島
水と保健・環境
（水と感染症、疾病と環境）

パネリスト

2005年11月 第34回 東京 会員基盤の強化と公共イメージ パネリスト

2006年11月 第35回 岡山 クラブ・リーダーシップ・プラン モデレーター

2007年11月 第36回 東京
「水・保健・識字」
水と健康について

パネリスト

2008年11月 第37回 東京

「ロータリーの長期計画とR財団の
未来の夢計画」
パート１：ロータリーの長期計画
長期計画と地区やクラブ活動との関連

パネリスト

m.narukawa 10
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ロータリー研究会プログラム

 ロータリー財団とそのプログラムについての最新情報

 ポリオ撲滅活動の進捗報告

 RI5か年財務見通し計画（RI理事が発表）

 理事会への提案に関するオープンフォーラム

 ロータリー関連トピックについての講演

（国内外の講演者）

 交流会、リーダーシップの発揮と奉仕を続けていく

意欲を高める機会

 エンターテイメント（余興）、視察訪問

•元、現、次期RI役員

•招集者からの招待者

•会長または事務総長の要請者

•会長または会長エレクトの講演など、

研究会の特別行事のオブザーバーロータリアン

•ロータリー財団代表者1名

•近年は、ガバナー補佐も

参加者

m.narukawa 5

ロータリー研究会
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ＲＩ会長指名委員会委員 渡辺 好政

ＲＩ理事三木 明（姫 路）

各種報告（その1）①

•ロータリー日本財団報告 理事長千 玄室（京都）

•ロータリー米山記念奨学会報告 理事長斎藤直美（豊田）

• ロータリーの友委員会報告 委員長片山主水
（名古屋東南）

• ロータリー文庫運営委員会報告 委員長大野清一
（横浜東）

• ロータリー日本100年史編纂委員会報告 委員長神崎正陳
（茅ヶ崎湘南) 

•日本のロータリー100周年実行委員会報告 委員長三木明
（姫 路）

ロータリー財団近況報告 ＴＲＦ管理委員 北清治

ポリオプラスの現況報告
インターナショナル・ポリオプラス小委員会委員 小沢一彦

09：00-10：10 開 会 ①

•点 鐘ＲＩ理事三木 明

•国歌斉唱（アメリカ・台湾・韓国・日本）

•開会の言葉 実行委員長安平 和彦

•招集者挨拶 ＲＩ理事三木 明

•来賓紹介 ＲＩ理事三木 明

•挨 拶 ＲＩ会長マーク・ダニエル・マローニー

•挨 拶 ＴＲＦ管理委員長ゲーリーＣ.Ｋ.ホァン

2019年11月18日（火）ロータリー研究会 第1日

ＲＩ会長マーク・ダニエル・マローニー

09：00-10：10 開 会 ②

•RI理事会近況報告 ＲＩ理事三木明

•RIの5カ年財務見通し計画 ＲＩ理事三木明

•ロータリー財団近況報告ＴＲＦ管理委員北清治

•ポリオプラスの現況報告

インターナショナル・ポリオプラス小委員会委員 小沢一彦

•RI会長指名委員会報告

ＲＩ会長指名委員会委員渡辺好政



 

３ 

基調講演①

「ROTARY CONNECTS THE WORLD」

ロータリーは世界をつなぐ

RI会長

マーク・ダニエル

・マローニー

各種報告（その1）②

•２０１９年規定審議会報告 代表議員世話人代表
曽我隆一（前 橋）

•第15回日韓親善会議報告 日韓親善委員会委員長
市川伊三夫（東京銀座）

• 第７回日台親善会議のご案内 日台親善会議総裁
大島英二（鳥 栖）

•ロータリーカードのご案内

ロータリーカード・ゾーンコーディネーター 関博子
（東京米山友愛）

•国際ロータリーおよびロータリー財団国内委員紹介
ＲＩ理事三木明（姫 路）



 

 

４ 

 

第２セッション「若い人々とロータリー」

モデレーター Brittany Arthur 

（元ベルリンRAC）

中尾 宏之（甲府南RAC）

村上 弘晃 (福岡南RAC）

吉原 葵（下館RAC）

日本のロータリー100周年に向けて

日本のロータリー100周年実行委員会

委員長 三木 明（姫路）

RI理事エレクト 辰野 克彦（東京西）

水野 功 （東京飛火野）

鈴木 隆志（東京西）

オープン・フォーラム

•ＲＩ会長マーク・ダニエル・マローニー

•ＴＲＦ管理委員長ゲイリーC.K.ホァン

•ＲＩ理事三木明

•TRF管理委員北清治

•規定審議会地区代表議員曽我隆一

• 第48回ロータリー研究会実行委員長安平和彦

第４セッション「規定審議会報告」

モデレーター曽我 隆一（前橋）

小船井 修一（釧 路）

髙野 孫左ヱ門（甲府）

滝澤 功治（神戸須磨）

第３セッション「私達のロータリー財団」

モデレーター羽部 大仁（札幌幌南）

松本 祐二 (益田西）

佐藤 芳郎（岡山南）

田村 泰三（柳井）

舟木 いさ子（東京白金）

2019年11月19日（火）ロータリー研究会 第２日

14：40-15：00 閉 会 式

•次年度開催の御案内

ＲＩ理事エレクト 辰野克彦（東京西）

• 閉会の挨拶 ＲＩ理事三木明（姫路）

•点 鐘 ＲＩ理事三木明（姫路）

来年は、東京で開催


