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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 2565回 平成 30年 7月 5日 木曜日  

     役員就任挨拶 

    アッセンブリーに備えて 

 

司 会 進 行 前田伊三夫 SAA 

 

点 鐘 林 健吉会長 

 

ソ ン グ 国歌「君が代」・奉仕の理想 

 

情報の時間 小笠原正道情報担当責任者 

「ロータリーの目的」の朗読 

「四つのテスト」の唱和    

 

来 客 紹 介 和田英人幹事 

  郡上長良川 RC 会長 美谷添里恵子様 

     〃     幹事 畑中知昭様 

・ご挨拶 

郡上長良川 RC会長 美谷添里恵子様 

 郡上長良川 RC41 期会長を仰

せつかりました、美谷添と申し

ます。どうぞよろしくお願い致

します。八幡 RCさんには、今

回で 3回目お邪魔しました。第

1 回目は平成 22年 10月の入会して間もない頃、我

がクラブの寺田澄男先輩が、よそのクラブを見学す

るのも、とてもいい勉強になるから行かないかと誘

って下さいました。まだロータリーについて何も知

らなかった私ですが、この会場にお邪魔しました。

本当に歴史を感じるクラブで、皆さん凄いなと思っ

たことを昨日のことのように思い出します。2 回目

は岩谷会長の時、幹事をやらせて頂いた 3 年前に挨

拶に伺いました。そして今が 3回目ですが、まさか

7年 10か月程で会長という要職をやらなくてはいけ

ないとは、入会当時はまるで思っていませんでした。 

会員の皆さんが、好きなようにやってみろよと背中

を押して下さいましたので、私のような者ですがや

らせて頂くことになりました。八幡 RC さんはスポン

サーさんで私たちの模範となり、私たちはいつも教

えを乞いながら 40 年経ちました。昨年 9 月 17日に

40 周年の記念事業を行いました。当日は皆さん大勢

の方に来て頂きまして、ありがとうございました。

お陰様で、予定しておりました 1,000人余りの市民

に感動を与える事ができたと喜んでおります。今年

は 40周年の記念式典を 10月 28日に予定しておりま

す。ぜひ皆さんにお越し頂き、お祝をして頂けたら

嬉しく思います。未熟な私ですが一生懸命がんばり

ますので、皆様方ご指導よろしくお願い致します。 

どうぞ 1 年間よろしくお願い致します。 

 

7 月 の お 祝 西村 肇親睦委員長 

会員誕生日 

 3日 酒井智義会員  14 日 國田大雄会員 

20 日 村井義孝会員 

＜次回の予定＞  

第 2567 回 平成 30 年 7月 18 日 第 3 水曜日 

  合同ガバナー公式訪問 

  (白鳥ふれあい創造館 交流ホールにて) 

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2566 回 平成 30 年 7月 12 日 第 2 木曜日 

   年度始めガバナー補佐訪問 

   ガバナー補佐によるアッセンブリー 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  



結婚記念日 

 2日 野田三津雄・佐和美ご夫妻 

夫人誕生日 

 3日 西川玲子様   16 日 山川久代様 

17 日 林 満美様 

1 分間スピーチ  野田三津雄会員  

 2000年に結婚しま

して、18 年になりま

した。なんとか頑張

ってやっております。

毎年恒例でどこかへ

行こうと思うのです

がなかなか行けず、今年は急に思い立って近くへ食

事に行きました。サプライズを用意していませんで

したが、お店からワインを 1 杯頂戴し大変感激しま

した。3年位前にはお店のカウンターにサプライズ

のプレゼントを用意しておいたら、村井ご夫婦に遭

遇したなんてこともありました。これからも末永く 

頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

出 席 報 告 竹内巧治担当責任者 

ニコＢＯＸ 奥村芳弘担当責任者      

・本日はお世話になります。今年 1 年よろしくお願

いします。          美谷添里恵子様 

・1年間お付き合い宜しくお願いします。 

                  畑中知昭様 

・郡上長良川 RC・美谷添里恵子会長様、畑中知昭幹

事様 ご苦労様です。当クラブへようこそ。歓迎

致します。             林 健吉 

・会長以下各委員 1年間大役御苦労様。頑張って

下さい。私も頑張ります。     大畑於左武 

・新役員の皆様、会員の皆様 1 年間宜しく御願い

致します。             村井義孝 

・今期 1 年宜しくお願い致します。6月 30日回転ず

し海鮮に隣接してルタンというケーキ屋を開店し

ました。              林 健吉 

・とうとう始まりました。今年度 1 年間よろしくお

願いします。            和田英人 

・郡上長良川 RC 会長・美谷添里恵子様、幹事・畑中

知昭様 当クラブへようこそ。歓迎致します。  

                   澤崎 茂  

・美谷添会長様、畑中幹事様 当クラブへようこそ。

歓迎致します。           西川 昇 

・郡上長良川 RC 美谷添会長様・畑中幹事様 ご苦

労様です。             酒井智義 

・会員誕生日のお祝をありがとう。 

         酒井智義・村井義孝・國田大雄 

・結婚記念日のお祝をありがとう。  野田三津雄 

・夫人誕生日のお祝をありがとう。 

西川 昇・林 健吉 

・郡上長良川 RC・美谷添会長様、畑中幹事様 ご苦

労様です。当クラブへようこそ。歓迎致します。 

 林会長を始め理事・役員の皆様よろしくお願いし

ます。 

  遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・平岩憲政 

廣瀬泰輔・岩出明喜・岩尾 誠・河合 修   

川井昭司・前田伊三夫・松本英樹・松森 薫 

三原慎也・森下 光・村井義孝・村土時男 

西村 肇・小笠原正道・大川達也・奥村芳弘 

大前正行・坂本 仁・澤崎 茂・竹内巧治 

田代東次郎・和田詠伸・渡邉 剛・山下友幸 

 

幹 事 報 告 和田英人幹事 

・RI事務局 クラブ・地区支援室より、規定審議会

賦課金減額のお知らせ 

・2017－18年度 ガバナー・地区代表幹事より、ガ

バナー事務所閉鎖のお知らせ 

・第 2630地区ガバナー・地区代表幹事より、ガバナ

ー事務所開設のご案内、夏季休暇のお知らせ 

・第 2630地区ガバナー・地区大会実行委員長より、

2018年地区大会事務所開設のご案内 

・第 2630地区 地区代表幹事・地区会計長より、分

担金お支払いのご案内 

・第 2630 地区ガバナーエレクト・地区次期代表幹事

より、研修セミナー日程等のお知らせ、ガバナー

エレクト事務所開設のご案内 

・ガバナーエレクト事務所より分担金送付のお願い    

・ロータリー米山記念奨学会より、2018年度上期普 

 通寄付金のお願い 

・第 2630 地区ガバナー・奉仕プロジェクト部門委員

会・国際奉仕小委員会より、地区世界社会奉仕補

助金申請・受付のご案内 

・郡上長良川・関 RCより、例会変更のお知らせ 

・各務原・各務原かかみの・各務原中央・関・郡上

長良川・美濃・関中央 RCより活動計画書拝受 

・郡上長良川・美濃・各務原中央 RCより週報拝受 

・比国育英バギオ基金「バギオだより」7月号拝受 

・郡上市役所秘書広報課より、「広報郡上」7 月号

拝受 

 

ＩＤＭ報告 山下友幸会員 

 議題は親睦でした。昼の例会では普段しない話が

IDMではできるということ。例会以外に年10回のIDM

が設定されており、新入会員においては 2 回の出席

が義務になっていること。SAAの係等は後ろに立っ

ていることが多く、決まったメンバーとの会話がほ

とんどのため、夜の集会で親睦を図ることも大事だ

という意見。その他席替を頻繫にしたらどうかとい

う意見もあり白熱した話し合いになり、大変勉強に

なりました。 

 

委員会報告 小笠原正道情報担当責任者 

今月の IDMについて…7月 26 日午後 6時 30分

より 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

40名(免除 1名) 36名 1名 37名 94.9％ 



会長の時間 林 健吉会長 

 恐れていた日が来てしまいました。いよいよ始ま 

ったんだなと実感しております。時間の都合で就任 

挨拶と会長の時間を兼ねさせて頂きます。私の方針 

としまして、親睦を大事にしながら例会をいかに皆 

さんに楽しんで頂くかということに一生懸命努めて 

参りたいと思います。私はこの RCに入って良かった 

なと思うので、そういう思いを地域の方にも知って 

頂き会員増強にも努めたいと思います。強制ではあ 

りませんが、会場に入るときに一礼し出る時も一礼 

するということを実践して頂けると、スマートでい 

いかなと思います。第一例会では国歌を歌います。 

国歌を歌うということは、感謝の意味とかこれから 

がんばるぞとか色々な意味があるようです。 

 私は力不足で 1年間務まるか心配ですが、理事・ 

役員の方に応援して頂き、また諸先輩にアドバイス 

を頂きながら無事に大役を務めさせて頂きたいと思 

いますので、どうかよろしくお願いします。 

 

役員就任挨拶 

・岩尾 誠副会長 

 副会長という大役が回って参りました。今日は

林会長の意気込みを感じました。会長の手とな

り足となりバックアップしていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

・村土時男会長エレクト 

 今期 50周年という大きな大きな行事がありま

す。会長・幹事・皆さんでこれを乗り切って頑

張りたいと思います。この 1 年間どうぞよろし

くお願いします。 

 

 

・和田英人幹事 

 会員の皆様、至らぬ私がとうとうこの場に立つ

ことになりました。1年間ご迷惑をおかけしま

すが、ロータリーの友情としてお許しください。

よろしくお願いします。 

・大前正行会計 

 適正な資金の管理をして、有効な使い方をして

頂ければ有り難いなと思います。よろしくお願

いします。 

・前田伊三夫 SAA委員長 

 前年度仕事の関係でかなり休み過ぎましたので、

今年度はできるだけ休まず務めたいと思います

のでよろしくお願いします。 

アッセンブリーに備えて 

各委員長・担当責任者より、今期活動計画を発表 

 ・ＳＡＡ 前田伊三夫委員長 

 ・親睦委員会 西村 肇委員長 

 ・職業奉仕委員会 岩出明喜委員長 

 ・クラブ奉仕委員会 岩尾 誠委員長 

  プログラム 酒井智義担当責任者 

  出席 竹内巧治担当責任者 

  情報 小笠原正道担当責任者 

  ニコＢＯＸ 奥村芳弘担当責任者 

 ・社会奉仕委員会 畑中伸夫委員長 

 ・青少年奉仕・国際奉仕委員会 (司会者代読) 

 ・会員増強委員会 河合 修委員長 

  会員増強 森下 光担当責任者 

  職業分類・選考 村井義孝担当責任者 

  会員維持 川井昭司担当責任者 

 ・広報委員会 松森 薫委員長 

  会報・雑誌 廣瀬泰輔担当責任者 

  広報 渡邉 剛担当責任者 

・ロータリー財団・米山奨学委員会 

      三原慎也委員長 


