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四つのテスト

1 真実かどうか

2 みんなに公平か

令和 2 年 12 月 15 日（火曜日） 第 2,839 回
【月間テーマ】
疾病予防と治療月間

⑴ 開会点鐘

第２８００地区ガバナー
齋藤 榮助
第 6 ブロックガバナー補佐
横澤 寿彦
例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 土屋 茂樹・横澤 寿彦・寒河江良一
栗田 正彦・髙橋勇喜知
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
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

＜例会報告 NO.17＞
年次総会

SAA 渡部 堅一 副 SAA 土屋 茂樹
伊藤克也会長

⑵ ロータリーソング
「それでこそロータリー」

食事

⑶ 会長挨拶
みなさんこんにちは。本日の例会は、年次総会となっております。
次期役員（候補者）の発表・今年度の収支の中間報告、その他の提案
事項等、盛り沢山の内容で重要な例会の１つです。この例会を経て、
来月からは、いよいよ大道寺年度のスタートとなります。
私が副会長に任命された年度の会長は、渡辺清隆会員、幹事は大道寺
信会員でした。

その年度の会長エレクトは、遠藤伴明会員です。遠藤会員には入会時から私に対して色々と質問をされ、ご自身
が会長を拝命する年度においては、伊藤には重責を担って頂くと繰り返し仰られていました。遠藤会員、渡辺清
隆会員との話し合いの直後、大道寺会員に「遠藤会員のいう事を聞いて副会長を受けました」という報告に対し
て大道寺会員が即答で「そういうものだ」と太鼓判を押してくださいました。
この時、私自身、６０周年担当は、大道寺会員で OK だという確信を持った記憶があります
今年度についても、例年通り、昨年の同時期に同じ様に年次総会があり、１月からスタートした訳ですが、PETS
（ペッツ）と財団資金セミナー開催後は、周知の通り全てのセミナー等が中止されて、何もしないままの年度ス
タートとなっています。
誰よりもロータリーが好きな伊藤の会長年度がその様な形で終わる訳にはいかないので、
スライド登板を是非という真面目なご意見も頂戴しました。ロータリーの場合、
「イエスか、はいしかない」云々
と言われますが、その年度に（役員）が出来るという調度よく合致した人員での事になるので特にこれから会長
を務める会員の方々はご留意頂きたいと思います。
⑷ 幹事報告
国際ロータリー２８００地区事務局より年末年始の休暇のご連絡をい
ただいております。１２月２６日(土)から１月６日(水)までとなります。
ご連絡をなさる会員におかれましてはご留意願います。

⑸ 委員会報告
親睦委員会 村田 剛委員
冬の味覚 寒ブリ(氷見ブリ)を楽しむ会 の ご案内
日時 令和 2 年 12 月 22 日(火) PM 6:00～
場所 中央会館
会費 4,000 円

創立 60 周年記念事業実行委員会
尾形 和夫 実行委員長
合同部会の報告について
第 2 回幹事会について

ガバナー補佐報告
横澤 寿彦ガバナー補佐
IM について
開催の最終判断について
コロナの状況を見据えて

⑹ 奥様誕生日

横山 照康 会員
佐藤 和幸 会員

⑺ ニコニコ BOX
小笠原信吾 幹事

山形市民から長井市民になります。

⑻ 年次総会
1. 開会・定足数報告
1.議長選出

伊藤克也会長

1.議事
第 1 号議案 財務報告
2019-2020 年度 収支決算報告
2020-2021 年度 収支中間報告

会計 佐藤会員の報告

第 2 号議案 前年度(2019-2020)繰越金の取り扱いについて

大山友規憲直前会長より説明がなされた

第 3 号議案 2021-2022 年度会長エレクト及び副会長選任の件
会長エレクト 浅野 敏明
副会長

土屋 茂樹
採決の結果選任

第 4 号議案 2021-2022 年度理事(3 名)・幹事・会計選任の件
理事

尾形 和夫

幹事

村田

会計

佐藤 和幸

齋藤 圭央

遠藤 伴明

剛

採決の結果選任
1.被選理事会

(会場 さくら)

次年度 SAA について
理事担当について
1.同 報告
次年度 SAA 渡邊 清隆
2021-2022 年度 理事・役員
理事(9 名)
会長
大道寺 信
会長エレクト 浅野 敏明
副会長
土屋 茂樹(奉仕プロジェクト部門担当)
理事
尾形 和夫(組織強化部門担当)
理事
齋藤 圭央(公共イメージ部門担当)
理事
遠藤 伴明(支援プロジェクト部門担当)
直前会長 伊藤 克也(管理運営部門担当)
幹事
村田
剛
会計
佐藤 和幸

役員(7 名)
会長
大道寺 信
会長エレクト 浅野 敏明
副会長
土屋 茂樹
直前会長 伊藤 克也
幹事
村田
剛
会計
佐藤 和幸
SAA
渡邊 清隆

1.同 挨拶
大道寺 信会長・ 浅野敏明会長エレクト(欠)・ 土屋茂樹副会長・ 村田 剛幹事
1.閉会

⑼ 伊藤克也会長より
会費納入に係る金融機関選択(変更)ついてのお願い
出席状況報告
本日の会員数 26 名、全出席者数 19 名
出席率は 73%です。

⑽ 閉会

