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「パンとサクランボ」 坂 田 瑞 来

職業奉仕委員会

委員長 伊 藤 誠 史

1/14下期の職業奉仕委員会の例会行事が、コロナ過の影響により休

会となりました。その前週には会長年頭所感・クラブアッセンブリー

も開催されていましたので、当然のように 装
担当例会はある

〃
と思つ

て準備を進めておりました。

内容は、クラブ計画書へ下期には職場見学の実施を掲げておりまし

たが、この御時勢の中、大勢である職場へ訪れる訳にはならないし…

藤田浩晃副委員長と相談し、お互い自分の仕事についてお話させて頂

く準備をしておりました。

私伊藤は「地域の葬儀屋さんとして、会葬や弔間の時に役立つ情報など」

藤田副委員長は「弁護士さんとして、皆さんが興味を抱くような最近の判例」

を用意しておりました。特に私の中では、なかなか弁護士さんのお話を聞ける機会は少

ないので、藤田副委員長のお話は楽しみにしておりましたので残念です。

また次の機会には弁護士さんとしてのお話を是非聞かせてもらいたい。また私も次の機

会には葬儀屋さんの話をさせて頂きたいと思つております。

最後に職業奉仕委員会として、各自企業において、ロータリー「四つのテス ト」。真実

かどうか 。みんなに公平か 。好意と友情を深めるか 。みんなのためになるかどうか を地

域の人々へ置き換えて、職業奉仕「天職を通じたサービス」を心がける。全ての人へ思い

遣りを持って接して行きたいと思います。

クラブ奉仕委員会

副委員長 山 本 哲 也

「クラブ奉仕」についてロータリー百科事典を参照すると、四大奉

仕の第一部門である「クラブ奉仕」は、「クラブ機能を充実させるた

めに、クラブ内で会員がとるべき行動に関わるものである」と記述さ

れています。これを企業組織に例えて書いてあり、職業奉仕。社会奉仕・

国際奉仕は、営業を担当する部門であり、クラブ奉仕はその営業部門

を支える管理部門に相当するのではないかとのことです。

話は変わりますが、今日は 11年前に東日本大震災が起きた日です。

その時に流れた映イ象を記憶しています。また、私は大洲市の出身ですが、大洲市でも過

去に洪水の被害が起きています。平成 7年のときには私自身も車が水没 (アクセルペグル

の付近まで浸水 )したことがあり、平成 30年には西日本豪雨により南予地域に多大な被

害が出ています。あれから3年以上が経つて、被害の大きかつた地域も復興が進んでいる

ようです。今年 4月 24日 から 12月 25日 まで「えひめ南予きずな博」が開催されます。

各地でイベントが行われるようですので、ご興味を持っていただけたら幸いです。

会員増強 。職業分類委員会

副委員長 井 川   正

会員増強 。職業分類委員会からの発表をさせていただきます。

まず、リクルートカー ドのご提出を昨年来からお願いいたしましたが、

なかなか活用できずにおりましたので、結果をまずお知らせいたしま

す。皆様のご協力の結果合計10名の候補者が上がってきております。

以下、候補者の詳細説明

以上リクルートカー ドを発表させていただきましたが、まだ、この

方を推薦したいと思つている方がいらつしゃいましたらまた教えてい

ただければと思います。

私自身も、コロナ禍前に入会してかつてない運営に苦慮されてたもたれている先輩ロー

タリアンを目の当たりにして非常に申し訳ないとおもつておりますが、自分自身は入会

してよかつたと感じておりますし、自己研鑽につながりますし、伊予三島ロータリーク

ラブの良さは理解していただけるのではなかと思います。

今後入会してくださる可能性があるかたにはぜひ案内させていただきたいとおもってお

ります。
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第 3290回

開会 今村定生 会長

出席報告

出席会員 (35名 中)

出席免除

出席率

例 会 記 録

会長の時間

○米山記念奨学会～「米山功労者」寄付の感謝状

会長 今村定生様 (2回 目)、

幹事 井原博史様 (1回 目)

○結婚記念 日御祝

(1月 分)

西岡 孟御夫妻 (62年 )、 立花宏司御夫妻 (18年 )

森川紘太郎御夫妻 (16年 )

(2月 分)

今村定生御夫妻 (33年 )、 藤田英和御夫妻 (22年 )

(3月 分)

石川 勉御夫妻 (51年 )、 鈴木和範御夫妻 (10年 )

幹事報告
。例会変更通知

(観音寺東)

日時 3月 15日 (火 )休会

例会行事

職業奉仕委員会 (伊藤誠史委員長)

クラブ奉仕委員会 (山本哲也副委員長)

会員増強・職業分類委員会 (井川 正副委員長)

ニコニコ紹介

川崎直人君～

昨年の 3月 12日 にロータリークラブに入会させ

て頂き、明 日で「1年」とな りま した。今後 とも

宜しくお願い致します。
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令和 4年 3月 11日

大西克弘君～

3月 6日会長杯ゴルフコンペで久しぶ りに優勝さ

せていただきました。1番ホールのティーショット

ではチ ョロ、グリーンに乗つてからは 4パ ットと

いう素晴らしい立上 り ???で荒れた 1日 となり順

位なんて考えている余裕はなかつたのですが、同

伴の今村会長のミラクルなアプローチとパッテイ

ングを間近に見て力が抜けたのか、終わってみれ

ば皆さんの不調に助けられる形で優勝していまし

た。楽しい 1日 をありがとうございました。

井原博史君～

先週のロータ リーコンペ (会長杯)にて、準優

勝 させていただきました。皆様の調子が悪 く、ま

さかの 2位ありがとうごぎいました。ヘタクソの

同級生方は、まとめて相手しますのでかかつてき

なさい。

井上香奈子君～

3月 6日 会長杯ゴルフコンペに参加させていた

だきました。お天気にも恵まれ、また同伴競技者

の皆様の温かい御指導により楽しくラウン ドでき

ました。企画していただいた渡邊幹事様ならびに

御参加の皆さま誠にありがとうございました。

また、特別賞ありがとうごぎいました。

渡邊吉和ゴルフ部幹事～

先日開催された伊予三島 RC会長杯『第 3回ニ

コニコゴルフコンペ』に大勢参加していただきあ

りがとうございました。優勝された大西克弘会長
エレク トさん、準優勝された井原博史幹事さん、

誠におめでとうございます。次回は 4月 17日 (日

曜日)エ リエール香川にて伊予三島 RC幹事杯が

開催されますので奮つてご参加下さい。幹事さん、

次回は是非優勝して下さい 1よ ろしくお願い致し

ます。

誕生祝～森高大輔君

結婚記念祝～立花宏司君、森川紘太郎君、

今村定生君、石川 勉君、

鈴木和範君

3月 25日 プログラム予定

広報委員会

(定例理事会 )

30名
1名

88.24%
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