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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 2566回 平成 30年 7月 12日 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 

 

司 会 進 行 前田伊三夫 SAA 

 

点 鐘 林 健吉会長 

 

ソ ン グ 我等の生業 

 

来 客 紹 介 和田英人幹事 

 東海北陸道グループ 

 ガバナー補佐 可児昌則様(各務原かかみの RC) 

・ご挨拶 

 今期ガバナー補佐を務めさせ

て頂きます、各務原かかみのロ

ータリークラブの可児昌則と申

します。一年宜しくお願いしま

す。       

 さて、西日本の豪雨災害では多くの被害が出てお

り、岐阜県でも死者まで出ています。ご冥福をお祈

りいたします。話はロータリーに戻りますが、郡上

八幡 RCさんにおかれましては、今期 50周年を迎え

られ大変おめでとうございます。 

今までの歴史に重みを感じます。今年の RI バリー・

ラシン会長のテーマは「インスピレーションになろ

う」です。木村ガバナーは「理念をかかげ 意欲を

喚起し 共に行動」、また林会長さんは「親睦と奉

仕 楽しめる例会」とテーマをかかげられており、

共通するテーマだと思います。RI会長さんが言われ

るひらめきを以って行事に取り組み生かし、気持ち

を奮い立たせ共に行動する結果、楽しい例会になる

と思います。ここで少し RI会長のメールを紹介しま

す。「今年のロータリー 年度のテーマは“インス

ピレーションになろう”です。私は長年にわたり、

ロータリアンが活動を通じて真に意欲を高めていく

姿を見てきました。奉仕を通じて最も大きな影響を

もたらす人とは、必ずしも多くのリソース、豊かな

経験、また幅広い人脈を持つ人ではありません。大

きな影響を生むのは、インスピレーションを得た人

たちです。何かをした経験、見た経験、または誰か

に会った経験など、その経験で心に火をともされ、

奉仕のインスピレーションを得たのです。」ほんの

一部ですが、紹介させて頂きました。また公共イメ

ージと認知度の向上と言われますが、ロータリーク

ラブだけの行事ではなく地域の小・中・高校生・他

の団体と一緒に行う行事等であれば、マスコミも取

り上げてくれるし認知度も上がると思います。一度

例会以外の行事等に参加をさせて下さい。私も勉強

させて頂きたいと思います。最後になりましたが、 

10月 13，14 日に行われる地区大会に多くの参加を

お願いいたします。一年間宜しくお願いします。 

出 席 報 告 竹内巧治担当責任者 

 

ニコＢＯＸ 國田大雄委員          

・ガバナー補佐 可児様ご苦労様です。本日のアッ

センブリー 宜しくお願い致します。 林 健吉 

・可児ガバナー補佐様 本日はアッセンブリーよろ

しくお願いします。又、今年 1 年御苦労様ですが、

がんばって下さい。         和田英人 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

40名(免除 1名) 33名 5名 38名 97.4％ 

＜次回の予定＞  

第 2568 回 平成 30 年 7月 26 日 第 4 木曜日 

    総会 

    (平成 29 年度事業報告・会計報告) 

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

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) 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  



・本日は宜しくお願いします。    可児昌則様 

・本日は、ガバナー補佐・可児様 お忙しい所ご苦

労様です。宜しくお願いいたします。  村土時男 

・夫人誕生日のお祝をありがとう。   山川直保 

・可児昌則ガバナー補佐様 郡上八幡 RC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・アッセンブリー宜しくお願い致します。 

  遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・平岩憲政 

廣瀬泰輔・岩尾 誠・河合 修・川井昭司 

國田大雄・前田伊三夫・松森 薫・三原慎也 

水上成樹・森下 光・西川 昇・西村 肇   

大畑於左武・大川達也・大前正行・酒井智義 

坂本 仁・澤崎 茂・竹内巧治・田代東次郎 

和田詠伸・渡邉 剛・山川直保・山下友幸 

 

幹 事 報 告 和田英人幹事 

・米山記念奨学会より、2018 年度上期普通寄付金の

お願い 

・日本事務局財団室より、映画「ブレス しあわせ

の呼吸」団体鑑賞のご案内 

・ロータリー囲碁同好会より、「第 17 回ロータリー

全国囲碁大会」のご案内 

・東海北陸道グループ 8月度幹事会のご案内 

・関中央 RC より、例会変更のお知らせ 

・伊勢崎中央 RCより、豪雨被害のお見舞いメール 

・桑名北 RC より週報拝受 

・不破 RCより週報・計画書拝受 

 

会長の時間 林 健吉会長 

 可児様、今日はアッセンブリ

ーということで宜しくお願いし

ます。7月 2 日に各務原で会長・

幹事会がありました。東海北陸

道グループ 8グループ 会長・

幹事・事務局、全員出席で行われました。それぞ

れのクラブ・会長方針等の発表がありました。そ

の中で、今日お見えの可児さんのクラブ・各務原

かかみの RC さんのお話をさせて頂きます。20周

年の時、実行委員長だった可児さんが少ない会員

数にも拘らず 10万円超のお金をかけて単独で市

民会館を抑え、市内 8 校の中学校に声を掛け吹奏

楽部の演奏会の依頼をされました。まず、その行

動力に感心しております。1 校ずつの発表後、8

校全部で演奏をしたところ大変好評で、その年限

りの行事のはずが、毎年継続して行われています。

とてもいいお話を伺ったので、郡上もそういう事

ができるといいなと思いました。今日はアッセン

ブリーなのでこの後各委員長さんから発表して頂

き、ガバナー補佐様の講評を頂きたいと思います。

宜しくお願いします。 

ガバナー補佐によるクラブ・アッセンブリー 

・ＳＡＡ 前田伊三夫委員長 

 今年度は司会を一か月ごとに交代して行うこと

を計画しています。 

・親睦委員会 西村 肇委員長 

 水車の会ですが奥様に希望を聞いて頂き、教え

てください。 

 

・クラブ奉仕委員会 岩尾 誠委員長 

 プログラム・出席・情報・ニコ BOX が担当です。 

 当委員会傘下の委員会が円滑に進む様、連絡を

密にして活動したいです。 

プログラム 酒井智義担当責任者 

例年通りの活動を予定しています。 

 

出席 竹内巧治担当責任者 

他クラブの例会に出席し、出席補正する様にお

願いします。 

 

 情報 岩尾 誠委員長(担当責任者代理) 

 会員のロータリーに対する理解を深める為の情

報の伝達を行います。 

 

 ニコ BOX 岩尾 誠委員長(担当責任者代理) 

 ニコ BOXへの投函により喜びや感謝を伝えて頂

き、例会が楽しく和やかになることを目指しま

す。 

 

・職業奉仕委員会 岩出明喜委員長 

 この地域の伝統文化や現代文化の支援と教育に

関する支援と、今年は和良での職場例会の実施

を予定しています。 

 

・社会奉仕委員会 畑中伸夫委員長 

 郡上漁業組合の植林依頼や郡上市からの清掃活

動の依頼があればお願いします。 

 



・青少年奉仕・国際奉仕委員会 山川直保委員長 

 青少年奉仕として例年通りの支援の他、郡上か

るた大会協賛金、八幡中学校吹奏楽部楽器購入

のための支援を行います。 

 

・会員増強委員会 河合 修委員長 

 会員を増やすこと、維持することに努めます。 

 会員増強 河合委員長(担当責任者代理) 

 各自が 1名推薦する気持ちを持ってロータリー

を楽しんで下さい。 

 

 職業分類・選考 河合委員長(担当責任者代理) 

 新しい職業がないか会員からの情報提供をお願

いします。 

 

 会員維持 川井昭司担当責任者 

 ロータリーライフを楽しくし退会防止に努める

他、地域の職業人としての自覚、会員としての

誇りを持って頂けるようお願いします。 

 

・広報委員会 松森 薫委員長 

 会報・雑誌・広報を担当します。当クラブ 50 周

年記念事業を地域内外に広く知らせます。地域

行事に参加して「公共イメージと認知度の向上」

に務めます。 

 

 会報・雑誌 廣瀬泰輔担当責任者 

 会報は当クラブの会報を例会場に展示します。

雑誌は「ロータリーの友」読書後の有効活用と

して会員以外の方にも読んでいただけるよう努

めます。 

 

 広報 渡邉 剛担当責任者 

 当クラブの活動と目的を地域に広く認知して頂

けるよう、地域行事に積極的に参加するように

します。 

 

 

 

 

・ロータリー財団・米山奨学委員会 

    三原慎也委員長 

 

 財団への寄附を一人 100ドルの他、追加の 50ド

ルをお願いして目標の 150ドルに近づけたいと

思います。 

 

＜可児昌則ガバナー補佐より講評＞ 

 今月から 1年間、どうぞよろしくお願いします。 

前回来た時も一緒に勉強させて頂きますとお話し 

致しました。今、私が事業計画を見させて頂いて 

思う事は、何よりも実行して頂くことが大事なの 

かなと思います。まず、今年 50 周年という半世紀 

を迎えられるということ、大変おめでとうござい 

ます。私のホームクラブはこのグループの中で一 

番最後にでき、まだ 24年目と日が浅く、そんなク 

ラブの私がご指導することはおこがましいのです 

が、少し気付いた事をお話しさせて頂きます。 

その前に大畑さん、大変お元気で喜ばしいことで 

す。こうして例会場にお見えになるということは、 

立派なことです。私が大畑さんのお年になった時 

おそらく出られないと思います。 

今年の RI会長はバリー・ラシンさんという方で、 

林会長からも色々お話を聞いてみえるかと思いま

す。「インスピレーションになろう」というテー

マのインスピレーションという言葉自体が半分日

本語のようになっていて、閃きだとか色んな言い

方をされます。ロータリーそのものは、元々の理

念があると思います。それは、閃きを持って行事

に対する意欲とか色々なものを挙げて頂いて、み

んなで行動して頂くということだと思います。テ

ーマというのは捉え方によって難しいものですが、

人それぞれの解釈でやって頂ければいいかなと思

います。 

先ほどの各委員会活動計画の報告で、会員増強

委員会の純増 1 名というのは、これだけの会員さ

んがみえるのでもう少しできるのではないかと思

います。でも、どこのクラブでも同じですが純増

で 1名というのは大変ですので、これをなんとか

クリアして頂きたいと思います。 

この一年、皆さんが元気に例会に出てきて楽し

くできることが一番いい事かなと思います。皆さ

ん揃って 50 周年を迎えられますよう、その時は出

てきますのでよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

 


