
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
司会 クラブ奉仕委員長 岡本 哲典 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本日は 100％出席例会となりました。会員皆様意識の 
高さに敬服します。新入会員の福田さんおめでとうござ
います。末永いお付き合いお願いします。２月になり緊急
事態宣言は延長になりましたが、いよいよワクチンの接
種が始まる予定で、春の到来とともに少しの光が見えて
きました。本日も会食のない例会ですが、ロータリークラ
ブの例会の中での会食は重要なアイテムですので早く 
再開されることを望みます。 
 
 
＊ガバナー事務所より 
・2021 年ロータリー国際大会のﾊﾞｰﾁｬﾙ開催について 
・日本事務局「在宅勤務延長」のお知らせ・・2/1～26 日 
・脇町ロータリークラブ常設事務所開設のご案内 

 ：徳島県美馬市脇町大字猪尻字西分 164-1 
・ロータリーレート 1 ドル＝104 円（2 月） 
＊［香川］地区事務所 ロータリー財団委員会より 
  財団室ＮＥＷＳ 2021 年 2 月号が届く 
＊ガバナーエレクト事務所より 
・2021-2022 年度地区委員推薦のお願い 
・会長エレクトセミナー（ＰＥＴＳ）のご案内 
  ：3 月 7 日（日）新ロイヤルホテル四万十 
・ＤＴＴＳ並びに地区研修・協議会について・・中止 
・青少年奉仕/ライラ小委員会委員 横井会員への委嘱状 
＊西条ＲＣ3 月の近隣 4ＲＣゴルフコンペ中止のお知らせ 
＊西条市国際交流協会より 
・第 3 回理事会の開催 2/24 日（水）19：00 本館 5 階 
 

 
飯尾昭三 64 才です。あと１年で高齢者の仲間入り。 
行元  彦 祝っていただきありがとうございます。この度

無試験で還暦を迎えることになりました。 
                              以上会員誕生祝 
芥川衛司 愛し、感謝しつづけております。 
                              以上結婚祝 
木村久司 有難うございます。 
矢野保広 いつの間にやら１年が過ぎました。今後とも

宜しくお願いします。 

近藤  均 前回は休ませていただきました。 
武田信二 前回、例会を休みました。すみません。 

以上入会月、規定 
  
 
永井  淑 福田様ご入会おめでとうございます！！ご協

力いただいた皆様ありがとうございます！！ 
         100％出席ありがとうございます。！！ 
岡崎寛賢 たくさんの出席ありがとう。 
岡本哲典 100％出席例会おめでとうございます。 
         福田さん、入会おめでとうございます。末長く

よろしくお願いします。 
森川義彦 福田さん、入会ありがとうございます。今後共

よろしくお願い致します。 
安藤雅文 なんとなく、にこにこしましょわい。 
近藤  均 芥川雅旨サン、お気遣いありがとうございま

した。 
木場龍真 先週の持ち帰りのお菓子（パウンドケーキ）

はいかがでしたか。所望の方は、週末には周
ちゃんにあるそうです。沢山のご注文は駅西
側の事業所Ｖｉｓｓｅ（ビセ）にお願いします。 

飯尾昭三 ３人目の孫が生まれました。桃子です。 
木村久司 席が有りました！！欠席ばかりですみません。

100％ＯＫ！！ 
大岩知喜 100％出席達成！ありがとうございます。 

福田貴義さん、ようこそロータリーへ！！ 楽しん
で下さい♪ 
本日の内部卓話、曽我会員よろしくお願いし
ます。 

行元  彦 大岩さん、「寅さんＢ．Ｄ.」ありがとうございま
した。福田さん入会いただきありがとうござ
います。 

祝！今期 3 回目の 100％例会、持ってるのは
誰だ？！ 

秋川史朗 皆様、確定申告の期限が本年も延長されま
したが、やるべき事はお早めに！ 福田様よう
こそ。 

黒河一司 福田さん、ご入会おめでとうございます。 
腰骨を骨折し入院しておりました妻がめでた
く 3 ヶ月ぶりに退院することが出来ました。会
員の皆様方にはご心配をおかけしました。 

秋川賢一 福田さん、ご入会ありがとうございます。よろ
しくお願いします。 

渡部英志 福田君、入会おめでとうございます。初期の
加賀以来からのお付き合いですが、今後共
ヨロシク。 

芥川衛司 福田さん、ご入会おめでとうございます。宜し
くお願いします。 

伊藤正浩 福田さん、入会おめでとうございます。100％
例会です。ご出席ありがとうございます。 

藤岡直哉 福田さん、入会おめでとうございます。仲良く
して下さいね。 

髙橋圭三 福田さん、入会ありがとうございます。よろしく
お願いします。 

横井裕惠 福田さん入会おめでとうございます。秋川賢
一さんお誘いありがとうございます。 

         森川さん、先日はありがとうございました。ま
た、お願いします ���� 

安藤善太 福田貴義さん、よろしくお願いします。 
山之内道明 福田さん入会おめでとうございます。 
 
 
 

 

    

会長挨拶        会長  永井  淑 

会務報告        幹事  岡崎 寛賢 
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第2189号

第 2198 回 例会    2021 年 2 月 17 日 

前回 第 2197 回 例会 2 月 3 日（晴れ）記録 

２０２０-２０２１  

本日 ￥５１,０００－ 累計 ￥５０８，０００－ 

○会員数  ３３名    ○出席数  ３２名 
○出席率 100.00％  ○前々回修正率 96.88％ 
○メークアップ内訳  佐伯 貴之 

お祝い 規定    S.A.A.  行元  彦 

Smile Message  S.A.A.  行元  彦 

出席報告ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ予告 委員長 大岩 知喜 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回  第 2199 回例会 3 月 3 日の予定 
○ 社会奉仕委員会 ○ 内部卓話 

 
●会 長 永井  淑  ●例会場 西条商工会議所東予支所 3F  

●幹 事 岡崎 寛賢  ●例会日 毎週水曜日 12 時 30 分 

●広 報 芥川 衛司  ●〒799-1371 愛媛県西条市周布 220 番地 

●事務所 西条商工会議所東予支所 2Ｆ/URLhttps://www.toyorc.org/✉toyorc14@orange.ocn.ne.jp 

2020−2021 年度 
ＲＩ会⻑ ホルガー・クナーク 

国際奉仕委員会    飯尾昭三委員長 

内部卓話     曽我冬人会員 
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さん  

いちくらカフェ代表者（レストラン）Ｓ51.4.15（44 歳） 
 委 嘱 状 

2021-2022 第２６７０地区 出向 
青少年奉仕委員会 ライラ小委員会委員 横井裕惠会員 

会 員 誕 生 

行元  彦（Ｓ36/8）      飯尾昭三(Ｓ32/1) 

ロータリークラブの国際奉仕には大きく３つの事業がある。 
⓵長期交換プログラム②短期交換プログラム③国際奉仕ファンド 
過去には『財団国際親善奨学金』があったが現在は終了している。
民間最大の奨学金制度として、41,000 名以上の留学生を送り出
し、その卒業生である財団学友から、元国連難民高等弁務官の緒方
貞子氏や女性宇宙パイロットの山崎直子氏をはじめ、数多の著名な
専門家や芸術家を輩出した。 
２月末より国立病院医師から接種が開始される予定のファイザー社
のワクチンは mRNA（メッセンジャーＲＮＡ）ワクチンで、ウイルスのタ
ンパク質をつくるもとになる情報の一部を注射し、人の身体の中で、
この情報をもとに、ウイルスのタンパク質の一部がつくられ、それに対
する抗体などができることで、ウイルスに対する免疫ができます。 

仕事で会長職になってから 
人前で話す機会が少なくな 
った。以前は話のネタをたく 
さん持っていた。今日は、 
急遽卓話の依頼を受け欠席 
の予定を取りやめやってきた。 
河合雅司さんが書かれた 
「未来の年表」についてお話 
をしたいのだが時間がない。これから次世代を育て引き継いで
いかないといけない。2115 年に日本の総人口 5055 万 5000
人になる。といった内容である。 


