本日のプログラム
第 2626 回例会 4 月 1 日(金)18：30
「3 クラブ合同花見例会」
場所：美濃緑風荘
前例会の記録
第 2625 回例会 2022 年 3 月 29 日（火）
「会長エレクト研修セミナーの報告」
会長エレクト 古田貴巳会員
◆開会点鐘
◆副会長挨拶
皆さんこんにちは。先日 3 月
12 日に創立 55 周年記念式典が
盛会に開催されたことをご報
告申し上げるとともにととも
に、多数の会員の列席をいただ
き、準備はもちろん、会場設営
から撤収作業までご協力を頂
きましたことあらためてお礼
申し上げます。さりとて、準備
不行き届きの点あれば、今後の勉強、申し送りいた
しますで、忌憚なくご指摘賜りたいと思います。
さて、通常例会ですが、新型コロナ感染流行第 6 波
をうけて、蔓延防止等重点措置が取られた 1 月 21
日からオンライン例会を余儀なくされましたが、こ
のたびめでたく措置解除となりましたので、こうし
て一堂に集まった皆様の顔を見つつ例会を迎えら
れたことは無上の喜びであります。オンライン例会
はやっぱりしらけるなあと思ってはおりました。け
れど、逆にあまりに久しぶりなため、私は例会進行
のパターンを忘れてしまっていたのが本音です。情
けないことであります。さて、あと 3 日も経てば 4
月となります。正月が人にとりひとつ年齢を重ねる
という区切りである様に、4 月は日本に生まれ暮ら
す人々にとって、社会生活における区切りと出発の
月であります。心新たに胸を張って就学、進級、進

学、就職、転職を迎える人々。退職引退して充実し
た新生活をはじめる人々。あるいは、努力むなしく
して、やむなく足踏みをすることになった人々もあ
るでしょう。桜は今年もおなじく盛大に美しく咲い
ておりますが、この桜を見る人々の心は悲喜こもご
もでありましょう。とくに、新型コロナ流行の影響
を長々と受けて苦しんでいる人々、11 年前の震災か
らやっと立ち直りかけたのに再び地震で希望をた
たれた人々にとってもこの 4 月をいかに迎えられて
いるか心が痛みます。さらに遠くウクライナの地で
起きていることも気がかりです。自分自身がこれか
らいかなる目標と計画をたてて活動していくのか、
満開の桜を眺めながら思索するもよし。ロータリア
ンとして自分にできる社会貢献はないものかと思
索するもまた、良いでは無いでしょうか。ご静聴あ
りがとうございました。

◆委員会報告
◎出席委員会 秋栃達也会員
会員 49 名中
出席者 23 名
出席率 46.9％
◎ニコボックス委員会 山田一成会員
会長、副会長、幹事の皆さん・・・55 周年記念式
典が無事に開催され、関係各委員会と会員の皆様の
ご協力によりつつがなく挙行されました。誠に有難
うございました。心より御礼申し上げます。ﾛｰﾀﾘｰ財
団委員長の酒井泉さん、本日の表彰式宜しくお願い
致します。ﾛｰﾀﾘｰ財団表彰者の皆様、誠におめでとう
ございます。次年度会長の古田貴巳さん会長エレク
トセミナーの報告宜しくお願い致します。
林昇、秋栃達也、山田一成、尾崎嘉彦、酒向徳享、
林隆一、木村聡、粟倉晋吾、堀部哲夫、酒井泉、山
田義久、杉浦孝志の皆さん・・・加藤会長を始め三
役様、残す事業もわずかになって参りましたがもう
ひと踏ん張りよろしくお願いします。古田会長エレ
クト確定申告も大詰めの中、会長エレクトセミナー
の報告よろしくお願い致します。いつも以上のパフ
ォーマンス期待しております。
林隆一さん・・・商工会議所の議員在任 20 年の
表彰をいただきました。

奥村敏教さん・・・妻にバースデーカード有難う
御座いました。
米山奨学生 王煜姸さん・・・皆さんお久しぶり
です。最近少しずつ暖かくなっていますが、皆さん
はお元気でしょうか?千葉へ引っ越してきて、もう
だいぶ落ち着きました。家のすぐ近くにスーパーや
お料理屋さんがありまして、徒歩 3 分程度なので、
岐阜から持ってきた自転車はもう完全にリタイヤ
状態です。千葉大学の方では無事に入学手続きを終
え、今は新学期を迎える準備をしています。また、
去年から日本政府は博士課程の学生を支援するた
め、指定の大学に奨学金としてお金を支給していま
す。私はその奨学金に合格しました。3 年間続いて
毎月 170,000 円がいただけます。これでお金のこと
を心配せずに全力で研究に没頭できると思います。
修士の時も博士の時も本当に学生を支援する皆さ
んのような方、または日本政府に感謝しています。
岐阜大学の方ですが、25 日に卒業式に参加しました。
日本での卒業式は初めてなので、とても新鮮でした。
また、岐阜大学学長の森脇先生もロータリアンのよ
うで、卒業式当日のスピーチでは、国際交流や理解
などロータリーと似た理念を話していまして、少し
親近感が沸きました。では皆さんのご健康とご活躍
をお祈り申し上げます。
◎ﾛｰﾀﾘｰ財団表彰
P ハリス フェロー 寄付累計 1000 ドル達成
掛布真代、大岩寿喜子、細野直則、岩倉宏幸
加藤照彦、髙木登企久、西本理美
P ハリス フェロー 寄付累計 2000 ドル達成
髙井昭裕、岡田孝信、亀井高利
P ハリス フェロー 寄付累計 3000 ドル達成
林隆一、杉浦孝志、清水善光、藤井淳
P ハリス フェロー 寄付累計 4000 ドル達成
堀部哲夫

◆幹事報告
ウクライナへの人道支援募金箱回覧
4 月の例会予定表配布
例会終了後理事役員会開催
◆「会長エレクト研修セミナーの報告」
会長エレクト古田貴巳会員
2022 年会長エレクト研修セミナ
ー
2022 年 3 月 26 日
会場 都ホテル岐阜長良川
時間 10:30〜17:25

第 1 セッション
RI テーマと地区活動方針
RI テーマ
・RI 会長紹介 初めての女性 RI 会長
・RI テーマ「イマジン ロータリー」の意義
・RI の戦略計画
4 つの行動計画より
・CLP（クラブリーダーシッププラン）の推進
・多様性、公平性、インクルージョン（DEI）
・会員増強
地区スローガンと活動方針
・地区スローガン「ロータリーの心と原点」を大切
に、描こう明るい未来を」
・世界有数なボランティア団体を目指す
・ロータリーは心を育て、人を育てる
・理念と実践のバランスを図る
第 2 セッション
ロータリーの奉仕の理念とこ
れからのロータリーとクラブ運営
ロータリーの奉仕の理念
・決議 23-34 超我の奉仕及び最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる
ロータリーとクラブ運営
・学びと親睦が根幹
・親睦 fellowship 志を共にする者同士の仲間意
識
・学び 例会の充実 会長は会長スピーチに命を懸
ける
・ロータリーは人を育てる ロータリアンは自己裁
量権者
第 3 セッション
クラブの活性化（1）会員基
盤強化・増強
・クラブを動かすには会長自身が動く とっておき
の事業→会員増強
・1 人の会員が 1 人を誘う
・衛星クラブ設立について
第 4 セッション
クラブの活性化（2）公共イ
メージと認知度の向上
・地域で存在感のあるクラブ 認知度と公共イメー
ジ（活動内容）どちらも向上を図る
・各クラブの情報発信の強化
第 5 セッション
ロータリー財団
第 6 セッション
各委員会
第 7 セッション
次期ガバナー補佐と会長エレ
クトとの懇談
上記プログラムでセミナーが行われました。特に重
要と受け取ったのは RI 戦略計画である多様性、公
平性、インクルージョン（DEI）の推進ではないかと
思います。様々な人が集まり相互に関わることでク
ラブの活性化につながり、RC の認知度が増すという
事です。その他にも様々な視点からのお話をお聞き
し、次期会長として何をすべきかを改めて見つめ直
し、率先して行動していきたいと思います。
次例会のご案内
4 月 12 日(火) 12：30
「関市の予算について」
長尾一郎会員

