
 
 

   
 

   

  
 

本日のプログラム 次回例会のご案内 

第 2591 回 2022 年 8 月 30 日（火） 

『プログラム卓話』 

 新会員卓話 

   天野 洋和君 ・ 加藤 隆康君 

 

第 2592 回 2022 年 9 月 6 日（火） 

『夜間例会』 点鐘 18：30 

 ＊お祝い行事 

例会後、新会員歓迎会 

事務所：〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106 TEL（058）392-2888 FAX（058）391-2266 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30  例会場：西松亭  E-mail：hashima@ccn.aitai.ne.jp 
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第2590回 2022年 8月20日（土） 

『納涼例会』 

 京都・貴船 ひろや（川床料理） 

集合 7：50  ・ 出発 8：00 

岐阜羽島バスタクシー駐車場  
  

 

 

 

 

会長 岩田 勝美 

皆さんおはようございます。三年越しの納涼家族例会

がやっとできる事に、周到な準備をして頂いた親睦家族

委員会の皆様には感謝致します。幸い政府からも県から

も行動制限が出ていない事が幸いし、大勢の家族の皆さ

んに参加いただき大変有難いと思っています。 

 今日お世話になる京都貴船‘ひろや’さんの口コミサ

イトを見てみましたが、一部のクレーマーを除く殆どが

大絶賛していました。大変楽しみです。 

 8月27日（土）地区研修委員会セミナーを企画し、そ

の時に使用する職業奉仕の原点ともいえる「てんびんの

詩」のビデオを、行きの車中で見てもらいたいと思いま

す。32年前にイエローハット創業者、城山秀三郎氏の幼

少期の実話を、当時の一流俳優を使って製作されていま

す。 

 
バスにて出発 ８：００  

 
下鴨神社（賀茂御祖神社）散策 

京都貴船 ひろや にて川床料理を楽しみました。 

 

前回例会の記 録 

会 長 の 時 間  

納 涼 例 会  

   

 



  

  

 

 

出席委員会 

・本日の出席率  
出席規定会員数 ３３名中 １９名 ５７．５８％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  青木平七郎君  

荒木 義男君  安藤 賢治君  小椋由美子さん  

加藤 宗雄君  木寺 祐樹君  栗山 和洋君  

栗山 浩幸君  佐溝 勝樹君  西松 永根君  

野中  学君  平松 暁仁君  堀  雅利君  

虫賀 大輔君  柳原 望成君  山下 正弘君  

梁 麗娜さん   

 本日は、ご出席の皆様よりご投函いただきました。 

 ありがとうございました。 
 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
第2589回 2022年 8月9日（火） 

『プログラム卓話』 

 新会員卓話     栗山 浩幸君 
  

 

会長 岩田 勝美 

コロナが随分身近に迫ってきました。

20 日の納涼家族会は万全を期し実施し

たいと思っています。その意味でも感

染防止に気を使って下さい。 

 先週の理事役員会で 10 月 22，23 日

に行われる地区大会を全員登録にする事が承認されまし

た。地区大会は地区内のロータリアンと触れ合う、いわ

ば地区のお祭りであり、特に新会員で一度も参加したこ

とのない方には折角の機会ですので是非参加頂きたいと

思います。 

 今回の基調講演はこの所のロータリーの友で「ガイ散

策」を連載されたガイ・ガンディガーの研究で名高い第

2800地区、寒河江 RCパストガバナー鈴木一作氏の「What 

is Rotary?」です。私は大変期待しています。2日目に

は大昼食会が催されます。登録料の元が引ける様、是非

出席して下さい。 

 話は変わりますが、最近導入したＮＣ旋盤と言う機械

の不具合で、今もメーカーの担当者と担当部長がウチの

会社に来ています。そのメーカーはわが社の売り上げの

6 割のお客様です。しかし、機械そのものの不具合、対

応の悪さが全く職業奉仕に悖る事に対し、説教してきま

した。 

 ロータリーで職業奉仕を学ぶと、正しい事、正しくな

い事、やっていい事、いけない事、恥ずかしい事、恥ず

かしくない事、そういう事がすごくはっきりと分かって

きます。何も考えずただ儲かれば良いという事ではなく、

委 員 会 報 告 

 

●８月１６日（火）は特別休会。 

●８月２３日（火）は本日に例会変更。 

●８月２４日（水）第４回ﾆｺﾆｺｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟが開催。 

ﾃﾞｲﾘｰ郡上ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 ９：３０スタート 

●８月２６日（金）１９：００より、西松亭にて 

第２回ＩＤＭが開催。→ 延期 

テーマ：「新会員研修」リーダー：川﨑 正一 

Ｒ研修情報委員 松田 和彦【出席義務者１７名】  

●次回例会は８月３０日（火）『プログラム卓話』 

新会員卓話  天野 洋和君 ・ 加藤 隆康君 

幹 事 報 告（第２５９０回） 

 

前 々 回 例 会 の 記 録  

会 長 の 時 間  



どうしたらお客様に喜んで頂けるか、いつもそんな事を

考える事がロータリーの考えです。 

 

 
新会員 栗山 浩幸 

事業所：栗山建築 

くりやま設計士事務所  

くりやま建築士事務所がこの社会に

存在する意義、いわゆるパーパスはＰ

ＥＧＳ経営を通じて新しい価値を創造

することです。 

地球環境に配慮した建築により持続可能な未来社会の

創造と若手大工の育成に努め地域・社会への貢献を目指

しています。具体的には木・資源を大切に、高性能・高

耐久住宅を供給し、技術力の高い人材の育成を日々実行

しています。 

これらを実現するには情熱が必要です。 

情熱が上質を作りだします。 

冒頭で述べました、私の大好きな情熱を感じさせる色、

強い日差しの夏に備えて、やってやるぞという秘めたる

情熱を感じさせるこの時期の草木が表現する緑のように、

今後も当社の独創性探しを継続しスキルアップをしてい

きたいと思います。 

 

 
出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３５名中 ２８名 ８０．００％ 

・７月２４日の補填出席率  
出席規定会員数 ３５名中 ２８名 ８０．００％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  佐溝 勝樹君  

安藤 賢治君  加藤 宗雄君  青木まき子さん 

平松 暁仁君  西松 永根君  栗山 浩幸君  

加藤 隆康君  辻井  晃君  虫賀 大輔君  

梁 麗娜さん  野中  学君  天野 洋和君  

佐藤 裕昭君  堀  雅利君  森  輝廣君  

柳原 望成君  小椋由美子さん 加藤 大輔君  

荒木 義男君  木寺 祐樹君  川﨑 正一君  

山下 正弘君  立川  靖君  南谷 茂伸君  

青木平七郎君   

第2589回 プログラム委員会の新会員卓話です。 

栗山浩幸君 卓話楽しみにしております。 

◆仕合せ貯金 

堀  雅利君  森  輝廣君  荒木 義男君  

南谷 茂伸君 
 

 
 

  
 

プロクラム卓話   

 

委 員 会 報 告 

 

●８月１６日（火）は特別休会。 

●次回例会は８月２０日（土）『納涼例会』 

●８月２３日（火）例会は８月２０日（土）へ例会変更。 

●８月２４日（水）第４回ニコニコゴルフコンペが開催。 

●８月２５日（木）９ＲＣ幹事会が18:00～ 

大垣フォーラムで開催    

●８月２６日（金）第２回ＩＤＭが開催 → 延期 

●９月６日（火）は夜間例会。本日レターケースにご案内 

を配布。新会員歓迎会を同時開催。 

●８月のロータリーレートは１ドル＝１３３円 

●ガバナー事務所 夏季休暇 ８月１２日（金）～１６日（火） 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所 夏季休暇 ８月９日（火）～１６日（火） 

当クラブ事務局は８月１１日（木）～１６日（火）まで 

●回覧内容 

① ９月６日（火）夜間例会出欠名簿  

② ガバナー事務所・地区大会事務所・地区事務所 夏

季休暇のお知らせ 

③ ガバナーエレクト事務所夏季休暇のお知らせ 

 

≪第２回 理事役員会承認事項≫   

１）９月の例会プログラムについて  承認下記に記載 

２）地区大会について  承認 

３）１０月のプログラムの変更について 承認 

プロジェクト事業の開催、地区大会への全員登録により、

活動計画書に記載のプログラムが変更となります。 

皆様、ご予定のほどお願いいたします。 

幹 事 報 告（第２５８９回） 

 

 ６日（火）第２５９２回 『友愛例会』夜間例会 

点鐘 18：30 

＊お祝い行事  

＊増強活動 

１３日（火）第２５９３回 『プログラム卓話』 

卓話 社会政策課題研究所 

        所長 江崎 禎秀様 

※百万ドルの食事 

◎例会後 第３回理事役員会 

２０日（火）第２５９４回 『プログラム卓話』 

卓話 羽島PRソング 

「羽島ったらマッタイラ」 

の制作とその後 

       漫画家・はしマイスター 

                  広東 もな様 

２７日（火）第２５９５回 『クラブフォーラム』 

卓話 地区奉仕プロジェクト部門 

委員長 勝川 生年様 

９月 の 行 事 予 定  



  
  

 

 

 

 

   

  Audrey Grace ESPINOSAさん 

(オードリー・グレース・エスピノサ) 

８月２０日（日）来日  

国際ロータリー第 6650地区より派遣 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

羽島ロータリークラブ 派遣学生 

西松 出造君 
 

８月１３日（土）渡米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

    第１ホストファミリー 

    西松会員とご家族 
  

 

 

 

 

 

 

 

2022‐23年度 夏期青少年受入学生 

2022‐23年度 夏期青少年派遣学生 

2021-22年度 ニコニコゴルフ同好会 打ち上げゴルフ 

デイリー郡上カントリー倶楽部  令和４年８月２４日（水） 


