
■会長の時間　　　　水居　徹会長 

みなさん、こんにちは。

久しぶりのリアルな対面例会となりました。

他のクラブの例会や地区の行事等もリアル開催に
なっています。

感染者数は多いようですが、変わってくるものと思われます。

さて、昨日、ニシタチ子ども食堂が開催されました。いただいた寄付金の一
部を持参し、竹井会員に渡しました

たいへん感謝されていました。

昨日の参加者は5名ということでした。連休明けの影響もあるとのことで、
今後、曜日や日程を調整したいとのことでした。

本日は卓話をさせていただきますので、ごあいさつはこれで終わります。

■幹事報告   　辻　清幹事

第87回例会　幹事報告 
 
大変ご無沙汰しておりました。
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オンライン例会を続けてきましたので、皆さんのお顔は拝見しておりまし
たが、やはり対面がいいですね。4ヶ月ぶりの対面例会。皆さんにお会いで
きてとても嬉しいです。今後は通常例会を模索してまいります。 
今年度は、残り2ヶ月です。精一杯努めますので、ご協力よろしくお願いい
たします。 
  
①国際ロータリー為替レートについて 
2022年５月のロータリーレートは、 １ドル＝130円です。 
寄付は、日本事務局に着金した月のRIレートが適用されます。 

月末にお振込みされる方がいらっしゃれば、ご注意ください。  
  
②ウクライナ災害救援支援金報告について 
深刻化するウクライナでの人道的危機への対応として、当クラブも皆さんの
賛同をいただき、ウクライナでの救援活動を支援するため、ロータリー財団
「災害救援基金」へ寄付を行いました。 
井福ガバナー事務所より地区からの寄付も完了した旨の報告もありました。 
  
③ニシタチ子ども食堂寄付および清花ニコニコボックス寄付について 
　寄付をいただいた報告です。 
　【ニシタチ子ども食堂寄付】 
　　2022.2.12　水居会長　 1,000円 
　　2022.2.23　水居会長　 2,000円 
　　2022.2.25　伊達会員　10,000円 
　　2022.2.25　児玉会員　10,000円 
　　2022.2.27　水居会長　10,000円 
　　2022.3.9　 中田会員　 5,000円 
　　2022.4.5　 安田会員　10,000円 
　　2022.4.19　伊達会員　 2,000円 
　　2022.4.28　辻  幹事　 5,000円 
　　上記の内、2022.5.9ニシタチ子ども食堂へ寄付35,000円をお届けしまし
た。 
　【清花ニコニコボックス寄付】 



　　2022.3.9　 水居会長　 1,000円 
　　2022.4.19　伊達会員　 2,000円（誕生日のお祝いおすそ分け） 
  
④ガバナー補佐訪問について 
2022.5.24（火）第88回例会に田島ガバナー補佐をお招きすることとなりまし
た。 
準備等につきましては、クラブ管理委員会に協力を頂きます。 
よろしくお願いいたします。 
  
⑤Mｙ Rotaryアカウント登録者数について 
５月９日現在　Mｙ Rotaryアカウント登録者数　３５名/３９名中　８９．７
４％ 
アカウント登録１００％まで、あと少しです。 
皆さんのご協力、感謝します。 
  
⑥2021-2022年度の今後のスケジュールについて 
5/20～5/22　地区大会 
5/24　第88回例会（田島ガバナー補佐がいらっしゃいます） 
6/14　第89回例会 
6/28　第90回例会（夜間例会：年度末懇親会） 

■出席報告

クラブ管理委員会　梶田副委員長
本日状況     

 会員数 39名     出席19名　 オンライン出席4名　　欠席16名    

 出席率58.97% 

■5月誕生日の皆様

長友会員、国武会員、谷村会員
　
5月生まれの会員の皆様、おめでとうございます。 



■卓話　　　　水居　徹会長
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