本日のプログラム

第 2509 回例会

2018 年 7 月 17 日（火）

『ガバナー補佐指導によるクラブ・アッセンブリー』
東海北陸道グループガバナー補佐
前例会の記録・第 2508 回 7 月 7 日（土）17：30
『通常総会・懇親会』 於：日本料理だいえい
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶
皆さんこんばんは。記録的な大雨
が日本列島を襲って大変心配な時に
も関わらず、通常総会に大変多くの
皆様に出席頂き誠に有難う御座いま
す。テーマを「温故＜50＞知新」古
きを訪ね、新しきを知る、気持ちで、
一年間、事業展開をさせて頂き、ア
ッという間の一年でしたが一つ一つ
の事業を振り返りますと非常に長い
一年間でした。特に前半は対外事業が多くあり、毎
日が緊張の連続でした。おかげで、体重が１０キロ
位減った気がしましたが、後半は親睦委員会の楽し
い事業が多く、体重もすっかりもとを上回ることが
でき、身に付く一年と思いました。そして大変うれ
しい事に、先月入会して頂いた、宮本新聞店の宮本
さんには、今日から出席して頂きました、これで、
８増２減となり、５０人で次の年度に引き継ぐ事が
できました。近隣のクラブは解散や合併という選択
をしているにも関わらず、関ロータリークラブは増
加をしているというのは、多くの人に喜んで頂いて
いる事業展開しているから、クラブは栄えるのかな
と思いました。一年間の会員の皆様のご協力に感謝
を申し上げて、挨拶とさせて頂きます。
◆入会式

宮本卓比郎さん

可児昌則様

定足数の確認報告のあと
総会次第に従い議事は滞りなく修了
◆会長エレクト挨拶 土屋佳久
いよいよ来年から会長という大役になりますが、
中々実感がわかないと思っていた所、先日事務局よ
りセミナーの案内が届きまして、1 年の間に地区協
議会を含め 5 回あることが分かりました。これから
徐々に気合を入れていきたいと思います。委員会事
業などの詳細については副会長、幹事、各委員長予
定者と話し合い年次総会時にお話させて頂きますが、
現在分かっている事で次年度は新世代委員会の「高
木守道杯」は第 20 回目を迎えます。社会奉仕の「タ
グラグビー」は第 5 回目を迎え、更にワールドカッ
プの年でもありますので何か絡めて事業を行うべき
か等考えていきたいと思っていますが、何よりも毎
年、最重要委員会は会員増強であると思っています。
会員が増える事によりいっそうの委員会活動の充実
に関わってきますので、私も頑張りますが皆様も周
りにその様な方がお見えになりましたら是非お声を
かけて頂きたいと思っております。これからの 1 年
間健康に気をつけながら次年度に臨みますので皆様
のご協力を改めてお願いを申し上げます。
◆直前会長挨拶 後藤信介
まず最初に、直前会長の
挨拶ができることに、ホッ
としています。１年前、今
峰直前会長より会長バッジ
受けた時には非常に不安な
気持ちで船出をさせて頂き
ました。先輩からは、ロー
タリーの会長とは、という
指導書のような文章を頂き、
会長挨拶は新聞記事の切り
抜きや、季節の話など、お
茶を濁すような話ではダメ
とか、私生活には注意をしなさいと、教えて頂き、
元々私生活には何も心配はいりませんでしたが、想
定外の、誘惑が有るかもしれませんでしたが、岩倉
幹事の露払いもあり、１年間品行方正な生活をして

まいりました。挨拶につきましては、前年度あたり、
すこし短めでしたので、短くするつもりでしたが、
今峰先生は良いけど、後藤君はダメと言われ、毎週
の挨拶のネタ探しには苦労はしましたが、多くの勉
強も出来、会長職を務め良かっと思っています。１
年間皆さんから頂いた、友情は、加藤新会長にシッ
カリ返していきたいと思います。最後に、土屋副会
長、岩倉幹事、委員会の皆さん、伊佐地事務局さん
大変お世話に成り有難うございました。
◆直前副会長挨拶 土屋佳久
まずは後藤会長、岩倉幹
事、準備期間も含めて約 2
年間ありがとうございまし
た。後藤会長は思っていた
通り、いつも冷静でイレギ
ュラーな事があっても前向
きに判断をし、行動される
方でした。岩倉幹事も何事
があっても決して慌てるこ
となく対応しているところ
を見て『凄いな』と思って
いました。昨年この場所の挨拶で『副会長は委員会
が充実するように行動し、まとめる事が仕事です』
と話をしましたが、それが出来たかどうかは分かり
ませんが、この経験を活かして今後のロータリー活
動につなげていきたいと思っています。新副会長の
大岩さんには会長、幹事のサポートは勿論、会長の
体調管理もしながら頑張って頂きたいと思います。
1 年間ありがとうございました。
◆直前幹事挨拶 岩倉宏幸
ロータリー歴の浅い私が、
この伝統ある関 RC の幹事職の
任期満了を迎えることができ
ました。ひとえにメンバーの
皆様が温かく見守り、ご指導
下さったお蔭と陰で支えてく
れた事務局のお蔭だと感謝し
ております。ありがとうござ
いました。自分でも一回り大
きくなれた一年でしたので、
幹事に任命していただいた、
後藤会長とアドバイスをして
くれた土屋副会長には感謝しております。この一年
の経験と反省を活かして、今後のロータリー活動を
行っていきたいと思います。本当にありがとうござ
いました。
◆新会長挨拶 加藤浩二
後藤会長をはじめ三役の皆さ
ま 1 年間ご苦労様でした。昨年
度のようにスムーズにはいかな
いかもしれませんが、ロータリ
ーの伝統を重んじつつ、今年も
頑張ります。今年度のテーマを
「行動しよう！情熱をもって」
としました。このテーマは、自
分自身に言い聞かせる意味合い
が一番強く、仕事の忙しさや、
事業に対する慣れに乗じてロー

タリーの事業、職務をこなしてしましそうな自分が
います。どんな事業をする場合においても情熱を持
って取り組んでこそよいものが出来るのであり、相
手に喜んでもらえ、心に残る事業ができ、また望む
結果に近づくものと確信します。今年度、全ての事
業、例会に情熱を持って企画実行していきたいと思
います。事業計画として、国際奉仕事業は、昨年視
察したベトナムの 2 つの小学校に学校が切望してい
るパソコンを寄贈したいと思います。環境事業とし
て、関川に蛍の一生をテーマにした漫画チックで分
かり易い看板を作り、蛍の産卵、餌、幼虫の土手の
駆け上がり、蛹、孵化の時期をこれから育っていく
子供達に見て学んでもらい、蛍の生涯を知ることで
河川環境状態がわかる子たちを増やしたいと思いま
す。青少年育成事業としては、関ロータリークラブ
の代表事業で今年第 19 回目を迎える高木守道杯関市
中学校軟式野球リーグ戦の主催、小学校タグラクビ
ー普及事業を継続して行いたいと思います。親睦事
業としては、家族親睦会、バーベキュー例会、クリ
スマス例会を女性のフレッシュで今時の感覚で企画
していただきたいと思います。例会として、今年度
は、テーマの一つに防災を考え、私たちの住む東海
地方に降りかかる災害に備え、有事の際に地域、企
業でリーダーシップを発揮できるよう、災害、人命
救助、備えの知識を深めたいと思います。今年は地
区に堀部さん、長尾さんが出向していただきます。
関ロータリークラブとして恥じぬようバックアップ
していきます。最後に、これらの事業を行う上で委
員長、副委員長のリーダーシップ、メンバーの皆さ
んの協力無くしてはなし得ません。情熱を持って、
今まで通り、今年度もメンバーの皆様方のご協力を
お願い申し上げます。
◆新副会長挨拶 大岩寿喜子
本年度、関ロータリークラブ
の副会長を仰せつかりました大
岩寿喜子と申します。この伝統
あるクラブの役職に就けること
を大変光栄に思う反面、私のよ
うな者が務まるのだろうかとい
う不安や心配も拭えません。会
員皆様のご協力を頂きながら一
つ一つの事業を丁寧に、情熱を
もって取り組んで参りたいと存
じます。歴代の役員の方々のようには参りませんが、
器の大きな加藤会長とフットワークのよい林幹事を、
微力ではありますが精一杯サポートしていく所存で
ございます。どうぞ皆様方のご指導ご鞭撻のほど宜
しくお願い申し上げます。
◆新幹事挨拶 林昇
伝統ある関ＲＣの幹事を務め
させて頂く事になりました林で
ございます。思い起こせば加藤
会長が幹事の時に関ＲＣに入会
させて頂きました。入会当時は
右も左も分かりませんでしたが、
時が経つにつれ、少しずつです
が分かって来た様な気がします。
それでも歴代の幹事に比べると

まだまだと思いますので、皆さまの力をお借りして
幹事の職を精一杯務めさせて頂きます。よろしくお
願いします。
◆委員会報告
◎ニコボックス委員会 委員長
小原昌浩
直前会長・副会長・幹事の皆さん・・・一年間、皆様の
ご協力により、無事任期を終えることができました。
厚くお礼申し上げます。新三役の加藤会長、大岩副
会長、林幹事、今日からスタートです。頑張ってく
ださい。全力で応援します。
新会長・副会長・幹事の皆さん･･･いよいよ本日より
スタートしました。スタート前から皆様にはご心配
をお掛けしましたが、今日の日を迎え、気を引き締
める、よいきっかけとなりました。ここから、新た
に情熱を持って行動してまいりますので、ご協力、
ご支援よろしくお願いします。
出席者全員･･･加藤丸の船出を心からお祝い申し上
げます。新役員の皆様の協力のもと、大海原に出発
です。ロータリアン一同、楽しく力強く、ともに大
船に乗って進めることと思っております。直前会長
の後藤様、お疲れ様でした。そして役員の皆様、本
当に一年間ありがとうございました。
大澤竜一さん･･･バースデーカードをありがとうご
ざいました。
高木登企久さん･･･本日は、日本料理だいえいにご
来店いただきまして誠にありがとうございます。後
藤会長、土屋副会長、岩倉幹事、一年間お疲れ様で
した。新三役の皆様もがんばってください。
◆2017～18 年度 ニコボックス投函ベスト 5
同率１位：長尾一郎・林昇

3 位：西本理美 ４位：杉浦孝志 5 位：酒井泉
◆委嘱状授与
地区ﾛｰﾀﾘｰ財団補助金小委員会 委員長 堀部哲夫
地区奉仕プロジェクト社会奉仕小委員会 長尾一郎
◆上之保地区災害ボランティア活動

7 月 10 日、上之保地区にて メンバーとその家族
20 名が参加。浸水家屋の泥かき、家財撤去のお手伝
いをさせていただきました。
次例会のご案内
7 月 22 日（日）8：00
「第 19 回髙木守道杯
関市中学校軟式野球リーグ戦開会式」
於：関市民球場
担当：新世代
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例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

