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＜前回の記録

第 2514 回

     年度始

     ガバナー

司 会 進

点

ソ ン

来 客 紹

  東海北陸道グループ

   ガバナー補佐

・ご挨拶 

業分類が仏教の方がおみえになり、その関係で入会を勧め

られました。以来

長を 2回務めさせて頂き、この度ガバナー補佐を拝命しま

した。昨年の

10 回くらいは会合がありました。さらに来期からは、前

年度の 8月から研修が始まるようで、ますます大変になる

ようです。今日は年度始めの訪問ということでお邪魔致し

ました。皆様方の活動を少しでも応援し、東海北陸道グル

ープが活性化し、素晴らしいクラブが続いて行く事が何よ

りと思っております。一年間お世話になりますが、よろし

くお願い致します。

出 席 報

会員数 

39 名(免除 1

＜本日のプログラム＞

第 2515 回

  郡上長良川

       

                 

例会日：毎週木曜日 12

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野

TEL(0575)67ー

-mail:rc-8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長

年度国際ロータリーテーマ

            

 平成 22 年

      I.M.報告

記録＞  

回 平成 29 年

年度始めガバナー

ガバナー補佐によるアッセンブリー

司 会 進 行 西村 肇

点 鐘 西川 昇

ソ ン グ 我等の生業

来 客 紹 介 西川 昇会長

東海北陸道グループ 

ガバナー補佐 伊佐地金嗣様

 今年度東海北陸道グループのガ

バナー補佐を仰せつかりました伊

佐地と申します。関中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

に所属しており、職業分類は神道

ということで、神主をしています。

私共の親クラブの関クラブに、職

業分類が仏教の方がおみえになり、その関係で入会を勧め

られました。以来 38 年目になります。その間、クラブ会

回務めさせて頂き、この度ガバナー補佐を拝命しま

した。昨年の 9 月から研修を受けて参りました。今までに

回くらいは会合がありました。さらに来期からは、前

月から研修が始まるようで、ますます大変になる

今日は年度始めの訪問ということでお邪魔致し

ました。皆様方の活動を少しでも応援し、東海北陸道グル

ープが活性化し、素晴らしいクラブが続いて行く事が何よ

りと思っております。一年間お世話になりますが、よろし

くお願い致します。 

出 席 報 告 畑中伸夫担当責任者

 出席 

1 名) 33 名 

＜本日のプログラム＞

回 平成 29 年

郡上長良川 RC・郡上八幡

       合同ガバナー公式訪問

 

 

            

12 時 30 分           

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野 67(

ー0314  FAX(0575)67

8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長：イアン・ライズリー

年度国際ロータリーテーマ：ROTARY

             

年 9 月 9 日 

報告 

年 7 月 13 日

めガバナー補佐訪問 

によるアッセンブリー

肇 SAA 

昇会長 

我等の生業 

昇会長 

 

伊佐地金嗣様 (関中央

今年度東海北陸道グループのガ

バナー補佐を仰せつかりました伊

佐地と申します。関中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

に所属しており、職業分類は神道

ということで、神主をしています。

私共の親クラブの関クラブに、職

業分類が仏教の方がおみえになり、その関係で入会を勧め

年目になります。その間、クラブ会

回務めさせて頂き、この度ガバナー補佐を拝命しま

月から研修を受けて参りました。今までに

回くらいは会合がありました。さらに来期からは、前

月から研修が始まるようで、ますます大変になる

今日は年度始めの訪問ということでお邪魔致し

ました。皆様方の活動を少しでも応援し、東海北陸道グル

ープが活性化し、素晴らしいクラブが続いて行く事が何よ

りと思っております。一年間お世話になりますが、よろし

畑中伸夫担当責任者 

 補正 合計

 5 名 38

＜本日のプログラム＞  

年 7月 20 日 

・郡上八幡 RC

合同ガバナー公式訪問

WEEKLY

国際ロータリー

            東海北陸道

           

67(八幡建設２

FAX(0575)67－0005 

8man@abeam.ocn.ne.jp       

URL:http://gujohachiman-rc.com/       

イアン・ライズリー

ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

 第 2 木曜日

日 木曜日  

 

によるアッセンブリー 

関中央 RC) 

今年度東海北陸道グループのガ

バナー補佐を仰せつかりました伊

佐地と申します。関中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

に所属しており、職業分類は神道

ということで、神主をしています。

私共の親クラブの関クラブに、職

業分類が仏教の方がおみえになり、その関係で入会を勧め

年目になります。その間、クラブ会

回務めさせて頂き、この度ガバナー補佐を拝命しま

月から研修を受けて参りました。今までに

回くらいは会合がありました。さらに来期からは、前

月から研修が始まるようで、ますます大変になる

今日は年度始めの訪問ということでお邪魔致し

ました。皆様方の活動を少しでも応援し、東海北陸道グル

ープが活性化し、素晴らしいクラブが続いて行く事が何よ

りと思っております。一年間お世話になりますが、よろし

 

合計 出席率

38 名 100％

 第 3 木曜日

RC 

合同ガバナー公式訪問 
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八幡建設２F)     

0005     

        

       

イアン・ライズリー(Sandringham

MAKING A DIFFERENCE

木曜日 

 

今年度東海北陸道グループのガ

バナー補佐を仰せつかりました伊

佐地と申します。関中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

に所属しており、職業分類は神道

ということで、神主をしています。

私共の親クラブの関クラブに、職

業分類が仏教の方がおみえになり、その関係で入会を勧め

年目になります。その間、クラブ会

回務めさせて頂き、この度ガバナー補佐を拝命しま

月から研修を受けて参りました。今までに

回くらいは会合がありました。さらに来期からは、前

月から研修が始まるようで、ますます大変になる

今日は年度始めの訪問ということでお邪魔致し

ました。皆様方の活動を少しでも応援し、東海北陸道グル

ープが活性化し、素晴らしいクラブが続いて行く事が何よ

りと思っております。一年間お世話になりますが、よろし

ニ コ Ｂ Ｏ

・本日はお世話になります。

・伊佐地ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。本年度

宜しくお願い申し上げます。

・ガバナー補佐伊佐地様、本日のアッセンブリー、宜し

くお願い致します

・伊佐地ガバナー補佐、アッセンブリー宜しくお願いし

ま

・夫人誕生日のお祝をありが

・伊佐地ガバナー補佐様、郡上八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにお越し

頂き有難うございます。心より歓迎致します。クラ

ブ・アッセンブリーも宜しくお願い申し上げます。

  

  

  

  

 

  

  

  

幹 事 報

・国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局財団室より、

次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせ

・ガバナー事務所より、今年度ホームページ開設の案内

と出席報告・動静報告についてのお願い

・地区青少年交換委員会より、

生募集の案内

・地区事務所より、米山奨学会への卓話申込みについて

・米山奨学会より、「

・郡上八幡

・各務原・郡上長良川・関中央

・合同ガバナー公式訪問について

出席率 

％ 

＜次回の予定＞

第木曜日 

REPORT      

第 2630 地区

グループ 

   会    長   

   副 会 長    

     幹    事   

 広報委員長

       会報担当者

Sandringham ロータリークラブ

MAKING A DIFFERENCE (ロータリー

ニ コ Ｂ Ｏ Ｘ 

本日はお世話になります。

・伊佐地ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。本年度

宜しくお願い申し上げます。

・ガバナー補佐伊佐地様、本日のアッセンブリー、宜し

くお願い致します

・伊佐地ガバナー補佐、アッセンブリー宜しくお願いし

ます。                 

・夫人誕生日のお祝をありが

・伊佐地ガバナー補佐様、郡上八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにお越し

頂き有難うございます。心より歓迎致します。クラ

ブ・アッセンブリーも宜しくお願い申し上げます。

 遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

 平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・河合

 川井昭司・小板慶一・國田大雄・松本英樹

 松良 努・三原慎也・水上成樹・森下

 村井義孝・西村

 奥村芳弘・大前正行・酒井智義・坂本

 澤崎 茂・竹内巧治・田代東次郎・和田詠伸

 山川直保・山下友幸

幹 事 報 告 

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局財団室より、

次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせ

・ガバナー事務所より、今年度ホームページ開設の案内

と出席報告・動静報告についてのお願い

・地区青少年交換委員会より、

生募集の案内 

・地区事務所より、米山奨学会への卓話申込みについて

・米山奨学会より、「

・郡上八幡 RC より、グループ内

・各務原・郡上長良川・関中央

・合同ガバナー公式訪問について

＜次回の予定＞

第 2516 回 平成

    総会

    (平成

      

 
地区  

   ： 西川 昇

    : 村土時男

   ： 岩尾 

広報委員長  ： 森下 

会報担当者  ： 國田大雄

ロータリークラブ

ロータリー：変化をもたらす

 廣瀬泰輔担当責任者

本日はお世話になります。      

・伊佐地ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。本年度

宜しくお願い申し上げます。

・ガバナー補佐伊佐地様、本日のアッセンブリー、宜し

くお願い致します。           

・伊佐地ガバナー補佐、アッセンブリー宜しくお願いし

                

・夫人誕生日のお祝をありがとう。

・伊佐地ガバナー補佐様、郡上八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにお越し

頂き有難うございます。心より歓迎致します。クラ

ブ・アッセンブリーも宜しくお願い申し上げます。

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林

平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・河合

昭司・小板慶一・國田大雄・松本英樹

三原慎也・水上成樹・森下

村井義孝・西村 肇・野田三津雄・大畑於左武

奥村芳弘・大前正行・酒井智義・坂本

茂・竹内巧治・田代東次郎・和田詠伸

山川直保・山下友幸 

 岩尾 誠幹事

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局財団室より、

次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせ

・ガバナー事務所より、今年度ホームページ開設の案内

と出席報告・動静報告についてのお願い

・地区青少年交換委員会より、

 

・地区事務所より、米山奨学会への卓話申込みについて

・米山奨学会より、「50 年のあゆみ」発刊のお知らせ

より、グループ内

・各務原・郡上長良川・関中央

・合同ガバナー公式訪問について

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 7 月

総会 

平成 28 年度事業報告・会計報告

       

昇 

村土時男 

 誠 

 光 

國田大雄・前田伊三夫

ロータリークラブ・オーストラリア

：変化をもたらす

担当責任者 

      伊佐地金嗣様

・伊佐地ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。本年度

宜しくお願い申し上げます。       

・ガバナー補佐伊佐地様、本日のアッセンブリー、宜し

           

・伊佐地ガバナー補佐、アッセンブリー宜しくお願いし

                

とう。     

・伊佐地ガバナー補佐様、郡上八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにお越し

頂き有難うございます。心より歓迎致します。クラ

ブ・アッセンブリーも宜しくお願い申し上げます。

遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林 

平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・河合 

昭司・小板慶一・國田大雄・松本英樹

三原慎也・水上成樹・森下 

肇・野田三津雄・大畑於左武

奥村芳弘・大前正行・酒井智義・坂本 

茂・竹内巧治・田代東次郎・和田詠伸

幹事 

国際ﾛｰﾀﾘｰ日本事務局財団室より、2016～17

次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせ

・ガバナー事務所より、今年度ホームページ開設の案内

と出席報告・動静報告についてのお願い 

・地区青少年交換委員会より、2018～19 年夏期派遣学

・地区事務所より、米山奨学会への卓話申込みについて

年のあゆみ」発刊のお知らせ

より、グループ内 8月度幹事会の案内

・各務原・郡上長良川・関中央 RC より例会変更

・合同ガバナー公式訪問について 

月 27 日 第

年度事業報告・会計報告

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

伊佐地金嗣様 

・伊佐地ガバナー補佐様、本日はご苦労様です。本年度

       西川 昇 

・ガバナー補佐伊佐地様、本日のアッセンブリー、宜し

           村土時男 

・伊佐地ガバナー補佐、アッセンブリー宜しくお願いし

                岩尾 誠 

     山川直保 

・伊佐地ガバナー補佐様、郡上八幡ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞにお越し

頂き有難うございます。心より歓迎致します。クラ

ブ・アッセンブリーも宜しくお願い申し上げます。 

 健吉 

 修 

昭司・小板慶一・國田大雄・松本英樹 

 光 

肇・野田三津雄・大畑於左武 

 仁 

茂・竹内巧治・田代東次郎・和田詠伸 

17 年度「年

次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成のお知らせ 

・ガバナー事務所より、今年度ホームページ開設の案内

 

年夏期派遣学

・地区事務所より、米山奨学会への卓話申込みについて 

年のあゆみ」発刊のお知らせ 

月度幹事会の案内 

より例会変更 

第 4 木曜日 

年度事業報告・会計報告) 

 

 

 

 

 

 

 



・理事会議事録について 

＜拝受＞ 

・各務原 RC より、前年度グループ内幹事会収支報告書 

・不破 RC より、活動計画書と週報 

・米山奨学会より、「ハイライトよねやま No.208 号」 

委 員 会 報 告 

・河合 修情報担当責任者 

 今月の IDM について…7月 27 日午後 6 時 30 分より 

会 長 の 時 間 西川 昇会長 

本日は伊佐地ガバナー補佐様にご

来訪頂きました。また、先日の会

長・幹事会でも大変お世話になり

ました。当クラブの活動計画書に

はクラブ細則が載っており、各役 

柄や疑問に思われたことは、これを見ればわかるように 

なっていますので、まず目を通して頂き、自分の役柄は 

何か、自覚を持って例会に出席して頂き、クラブの運営 

に携わって頂きたいと思います。本日は、ガバナー補佐 

様によるアッセンブリーです。よろしくお願い致します。 

ガバナー補佐によるクラブ・アッセンブリー 

・社会奉仕委員会 野田三津雄委員長 

 継続事業の他に、今年は郡上警察署の美化活動を計画

しています。AED の貸出し事業も、AED を新しくして

行います。 

・ＳＡＡ 西村 肇委員長 

 例会欠席は必ず午前 10 時までに連絡をお願いします。

今年度も後片付けは、皆さんのご協力をお願いします。 

・親睦委員会 平岩憲政委員長 

 活動計画は昨年度とほぼ同じですが、今年度の親睦旅

行は、地区大会参加を兼ねて実施の予定です。 

・クラブ奉仕委員会 村土時男委員長 

 プログラム・出席・情報・ニコ BOX を担当します。各

委員会の活発な行動を求める様努力します。 

 プログラム 松本英樹担当責任者 

 RI・クラブ行事に配慮した構成とし、全会員の卓話を

実施し、外来卓話も会員及び他クラブの協力を得て講

師を選定したいと思います。 

 出席 畑中伸夫担当責任者 

 出席表彰を実施します。欠席の補正をして頂く様お願

いします。 

 情報 河合 修担当責任者 

 ロータリーに関するあらゆる情報を発信し共有する

ことで、会員の理解と意識向上の機会を高めます。 

 ニコＢＯＸ 廣瀬泰輔担当責任者 

 投函用紙の内容を明確に発表し、全会員から快く投函

して頂ける様努めます。 

・職業奉仕委員会 竹内巧治委員長 

 職業奉仕はロータリーの基本で幅広いものですが、活

動としては、来年 3月に、介護系の事務所での職場例

会を検討しています。 

・青少年奉仕・国際奉仕委員会 酒井智義委員長 

 青少年奉仕は、市内の青少年活動への支援協力という

ことで、先日サッカー大会開会式に出席して来ました。

今年度初めての試みとして、8月 20 日に野外行事を

予定しています。国際奉仕は、例年通りの活動を予定

しています。 

・会員増強委員会 田代東次郎会員(委員長代理) 

 会員増強・職業分類・選考・会員維持を担当します。

純増 1名以上を目標に、全会員に推薦をお願いします。 

 会員増強  

 会員増強は必ず行わないとクラブの活性化にならな

いので、協力をお願いします。 

 職業分類・選考  

 会員を増強しやすい環境をつくり、現在の職業分類を

随時チェックします。 

 会員維持 

 四つのテストを基本に、会員が楽しく交流して、強い

絆を築くことにより退会を防止します。 

・広報委員会 森下 光委員長 

 会報・雑誌・広報を担当します。広報は、各委員会活

動を報道機関、またクラブのホームページを活用して

広く紹介していきたいと思います。 

 会報・雑誌 國田大雄担当責任者 

 会報は毎週作成し、会員・各種団体に広く発信します。

雑誌は、ロータリーの友を毎月会員に配布し、投稿を

促し、記事を紹介したいと思います。 

・ﾛｰﾀﾘｰ財団・米山奨学委員会 水上成樹委員長 

 年次寄付 1 人 150 ドル、ポリオへ 1人 30 ドルの寄付

を目標にします。また、米山奨学会への寄付も、今年

から増額して送金します。 

＜伊佐地金嗣ガバナー補佐より講評＞ 

 ただ今、各委員会の活動計画をお聞き致しました。今

年度 RI 会長のイアン・ライズリー氏は、「ロータリー：

変化をもたらす」をテーマにしてみえます。奉仕を通じ

て人々の人生に変化をもたらすということだそうです。

ロータリーは現在全世界に 120 万人の会員がおり、日本

はついに 10 万人を割って、RI 理事が今年度から減らさ

れるということです。日本では、日本的なロータリーを

行なおうということで、基本的なことを守りながら変化

をしていこうという動きになっています。そうした中で

田山地区ガバナーは、地区のテーマを「未来を創造しよ

う」とされました。そのテーマの元に、皆さん基本方針

を掲げられ、しっかりとした活動計画を立てられている

と思います。会員増強はクラブの活性化にもつながりま

す。会員数の 3％の増強をよろしくお願いします。西川

会長さんは、強い意欲を持って事に当られているようで

すので素晴らしい事だと思います。是非、この計画の元

に、地域が活性化するよう活動して頂きたいと思います。

当地区は、バブル期には 5 千人いた会員が、現在 3,200

人ほどになりました。クラブ数も 80 クラブが 74 クラブ

になりました。増強はなかなか難しいことではあります

が、是非会長さんの元で、クラブを活性化して頂きます

様よろしくお願い致します。当クラブは、会員維持とい

う委員会があり、退会を防止してみえるので大変良い事

だと思います。私は、世のため人のために奉仕するとい

うロータリーの精神に共感して入会しました。天寿退会

という言葉がありますが、私も健康の続く限り頑張りた

いと思いますので、今後ともよろしくお願い致します。 


