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第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞  

第 2557回 平成 30年 5月 10日 木曜日  

  アッセンブリー  

(次期方針発表・アドバイス・次期活動計画) 

 

司 会 進 行 西村 肇 SAA 

 

点 鐘 西川 昇会長 

 

ソ ン グ 国歌「君が代」・奉仕の理想 

 

情報の時 間 河合 修情報担当責任者 

「ロータリーの目的」朗読 

 

５月のお 祝 平岩憲政親睦委員長 

会員誕生日 

  11日 西川 昇会員 

結婚記念日 

   2日 西川 昇・玲子ご夫妻 

  2日 西村 肇・綾子ご夫妻 

  4日 前田伊三夫・弥生ご夫妻 

  10日 松森 薫・喬子ご夫妻 

  10日 和田英人・ひろみご夫妻 

  10日 松本英樹・京子ご夫妻 

  22日 奥村芳弘・美香ご夫妻 

  31日 畑中伸夫・紀子ご夫妻 

夫人誕生日 

   9日 大川光余様 

一分間スピーチ  前田伊三夫会員 

 今年の抱負を言わせて頂きます。

最近よく一緒にゴルフをする方が

二人も心筋梗塞になり、次はお前

だと言われたので今年こそは痩せ

るように努力したいと思います。 

 

出 席 報 告 大前正行クラブ奉仕委員 

 

ニコＢＯＸ 松森 薫クラブ奉仕委員 

・林会長エレクト、アッセンブリーよろしくお願い

します。         西川 昇・岩尾 誠 

・次期活動計画よろしくお願いします。 林 健吉 

・今期も残り 2 カ月、各々の役目、重ねてご苦労様

です。感謝。           大畑於左武 

・会員誕生日のお祝をありがとう。    

西川 昇・前田伊三夫 

・結婚記念日のお祝をありがとう。 

西川 昇・前田伊三夫・和田英人・松本英樹 

西村 肇・松森 薫 

・夫人誕生日のお祝をありがとう。   大川達也 

・武藤さん、頑張って勤めて下さい。 大畑於左武 

・アッセンブリーよろしく。 

平岩憲政・國田大雄・松森 薫・松良 努 

水上成樹・村土時男・野田三津雄・小笠原正道 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

41名(免除 2名) 34名 4名 38名 97.4％ 

＜次回の予定＞  

第 2559 回 平成 30 年 5月 24 日 第 4 木曜日 

     会員卓話  大前正行会員 

           國田大雄会員 

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2558 回 平成 30 年 5月 17 日 第 3 木曜日 

     会員卓話  平岩憲政会員 

         森下 光会員 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  

 



奥村芳弘・酒井智義・坂本 仁・竹内巧治 

田代東次郎・和田英人・山川直保・山下友幸 

 

幹 事 報 告 岩尾 誠幹事 

・日本事務局経理室より、5 月のレート案内 

・日本事務局クラブ地区支援室より、トロント国

際大会と信任状について 

・日本事務局業務推進資料室より、青少年奉仕月

間リソースの案内 

・ガバナーエレクト事務所より、地区研修・協議

会配布資料の変更・訂正について 

・地区増強委員会より、次年度クラブ増強・状況

報告について 

・各務原かかみの RC より、次年度第一回会長・幹

事会の案内 

・可児・関・郡上長良川 RCより、例会変更の案内 

・郡上漁協より、「長良川源流の森育成事業」へ

の協力依頼 

・八幡地区戦没者追悼式奉賛会より、追悼式の案

内 

＜拝受＞ 

・フィリピン育英会バギオ基金より、バギオだよ

り 

・日本事務局財団室より、財団室ニュース 5月号 

・AJU 岐阜ダルクより、ニュースレター春号 

・郡上市役所より、広報郡上 5月号 

 

委員会報 告   

・河合 修情報担当責任者 

 今月の IDMのお知らせ 

 日時：5月 17 日午後 6時 30 分より 

 場所：みはらや  ホスト：水上成樹 

 テーマ：青少年奉仕・国際奉仕 

・野田三津雄社会奉仕委員長 

 長良川源流の森育成事業のについて 

・平岩憲政親睦委員長 

 水車の会 案内・確認 

・水上成樹財団委員長 

 ポリオ募金のお願い 

・森下 光広報委員長 

 ホームページ管理会社からのお知らせ 

 

アッセンブリー  

・アドバイス 西川 昇会長 

 まず始めに、今月より新しい事務局職員への引

継ぎが始まりましたので、よろしくお願いします。 

 私は村井パスト会長の時に幹事を務め教えて頂

いたことは、まず計画書の後ろにある細則を見な

さい、それをしっかり見て把握することがスムー

ズなクラブ運営に繋がるということです。また、

副幹事から会長になるまでの 4年間で一番大変な

のが幹事だと思います。4年の間に例会はもとよ

り色々な行事に優先的に出席し、身をもって体験

して覚えて会長に備えて頂きたいと思います。そ

して会長は今期の方針を自分でしっかりと見出し

て委員長に相談しながら共に計画書を作っていく、

行事の中でメイン行事を見出すことも大事だと思

います。以上がこの一年を通して私が気付いたこ

とであります。 

・次期方針発表 林 健吉会長エレクト 

 ただ今、西川会長に

は大変ありがたいアド

バイスを頂きました。

参考にさせて頂きます。

あと、新年度まで 2カ

月をきり身の引き締ま

る思いです。   

次期の方針ですが、3月に開催された会長エレ

クト研修セミナーで、可児昌則次期東海北陸道グ

ループガバナー補佐さんが言われるには、クラブ

は例会に出席して楽しめるクラブ、そして親睦を

大事にしながら活動できるクラブが理想的だとい

うことでした。確かに当クラブもそのようなこと

は以前から話してみえましたし、今後も続けてい

かなければと思っています。私が今一番感じてい

ることは、ロータリーは広報が非常に下手である

ということです。逆に言えば、おくゆかしいとい

う考えもあろうかと思いますが、ポリオ撲滅にし

ても、未開地での学校建設、水道を作って住民に

利用してもらうなど、そういった社会奉仕・国際

奉仕の活動を上手く広報していないのではないか

と思います。ポリオに関して言えば、アフリカの

未開地で当初 40万人ほどのポリオ患者がいたそ

うですが、ポリオ撲滅を進めて 100 年ほどでよう

やく 20～30 人になったとのことです。今年 7 人ほ

ど患者が出たという話ですが、患者数がゼロにな

って初めて撲滅達成ということになりますので、

もしそうなればノーベル賞ものだという話も聞き

ます。あと一息かなと思います。 

このように、ロータリークラブは、素晴らしい

活動を行っているので、このような活動をもっと

地域に広報すれば会員増強につながるのではない

かと思います。私は次年度、会員増強に力を入れ

たいと思っています。私自身、入会して 20年ほど

になりますが、仕事が職人ですので、入会する前

は人前で話すのが苦手でした。しかし、入会させ

て頂き、このように人前でも話せるようになった

こと、そして生涯の友が何人かできたこと、これ

らはロータリーのおかげだと思っています。こん

な素晴らしいロータリーを、会員の方々からも周

りのお知り合いの方にお話して頂き、会員増強に

つなげて頂ければと思います。 

それでは、次期の活動計画をそれぞれの委員会

に分かれて話し合って頂きたいと思います。各委

員長さんは、5月 24日までに活動計画書を作成し

提出して下さい。予算も必要な委員会は入れて下

さい。では、いろいろお世話になりますがよろし

くお願い致します。 


