
 

 

 

 

 

 

 

例会日 ： 毎月第 2・第 4水曜日   

場 所 ：  各務原市産業文化センター２階   住 所 ： 各務原市那加桜町２－１８６ 

        ＴＥＬ 〈０５８〉３８２－４６４９      ＦＡＸ 〈０５８〉３８２－４７１９ 

会 長 ： 小島 博彦 

副会長 ： 河野 春男 

幹 事 ： 左髙 洋 

会 報 ： 藤井 孝一／松原 竜二            

 

    ２０２1年 3月 24日（水） 19：3０～ 

            １） 卓話  (永田 和弘 君) 

               場所：各務原市産業文化センター２階 第４会議室 

   ２０２1年 4月 17日（水） 13：00～ 

            １） 春の防犯パトロール活動 

               場所：各務原警察署 

     会員総数２４名（出席免除３名） 

        前 回   12月      補正後出席率      78.26% 

               クリスマス交流例会 

         前々回   12月 16日  補正後出席率      52.17% 

               年末交通安全ＰＲ活動例会 

 

 

 

司会進行             松井 雅史 副幹事 

 

会長挨拶               小島 博彦 会長 

 皆様 こんばんは。前回の例会が１２月のクリス

マス交流事業例会で、約３か月ぶりの例会となり

ます。こうして又無事、皆様にお会いでき大変嬉し

く思います。緊急事態宣言は解除されましたが、ま

だまだ予断を許さない状況ですので、引き続き感

染対策を行いながら、時間短縮にて進めて参りた

いと思います。そして今後もこの様な例会が開催

出来ます様、皆様ご協力宜しくお願い致します。 

 

３分間スピーチ            横山 浩之  君 

 皆さん、こんばんは。先ずは “小島会長、市議会

議員ご当選おめでとう御座います”。 

この様に同じ仲間が市議会議員として、二期目を

スタートしましたので、是非皆様で盛り上げつつ、

各務原市の為に精一杯頑張って頂きたいと思い

   ～ クラブフォーラム（Ｒ財団・米山月間） ～ 
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ます。どうぞ宜

しくお願い致

します。 

 私事では御

座いますが、

先日私の長男

が中学校を卒

業しまして、3

月 3日に高校

受験を致しま

した。結果が 21 日に発表されますが、その間少し

間が空くわけです。家では母親に酷く叱られ シュ

ンとしていますので少しでも和む様、話をしており

ます。子供もデリケートになっているのではないか

と思い、笑いを入れつつ話をしておりましたが、親

が思う程子供は受験の重みを感じる様子もなくあ

っさりとしていて、ホッとする反面複雑な気分です。 

勉強面では、内申書も含め驚くほど残念な事にな

っておりまして、言葉も有りませんが幸いハンドボ

ールをやっておりまして、独自選抜からお声を掛

けて頂いているので一先ず大丈夫であろう、と思

っている次第です。 

皆さんも、我が子の受験で悩まされた方が見える

かと思います。河野副会長の様に優秀なお嬢さん

がみえる方は実に羨ましい限りです。私自身今、

家庭内がピリピリしていて不安な毎日と、子供の

試験結果を不安な気持ちで待ちつつ、合格を願っ

ている状況です。ですが、こうして皆さんとお会い

できることでストレスも解消出来、何とか生活をし

ている状況です。本日は取留めのない話ではあり

ましたが、お聞きくださり有難う御座いました。 

 

ニコＢＯＸ報告     Ｒ財団 横山 隆一郎 君 

・小島 博彦 会長   皆様と無事に再会出来まし

た。本日も宜しくお願い致します。 

・左高 洋 幹事    会長、本日からまた宜しく

お願い致します。 

・河野 春男 副会長  小島さん、当選おめでと

う御座います。また４年後に向けて頑張りましょう。

我が娘も無事、志望校に合格出来ました。とても

嬉しいです。 

・後藤 健介 会長エレクト   小島さん、当選お

めでとう御座います。世の為、人の為、世界平和

の為に繋げましょう。 

・平井 正晴 君    久し振りの例会、元気で行

きましょう。 

・小林 幹男 君    久し振りの例会参加で嬉し

いです。 

・山田 昭仁 君    久し振りの例会に感謝して

おります。 

・横山 浩之 君    お久し振りです。 

・竹田 克茂 君    皆さん、お久し振りです。今

後も宜しくお願いします。 

・大野 広 君      久し振りの例会ですね。忘

れて遅刻しそうになりました。 

・永田 和弘 君    皆さん、お久し振りです。本

日は宜しくお願いします。個人的には腰痛で 2 週

間苦しみました。次回は卓話をさせて頂きます。 

・松井 雅史 君    お久し振りです。当院では

賛否が分かれておりますが、面会時間を 5分だけ

OK でやって来ました。今の所、院内感染も無くホ

ットしています。 

・金武 峰之 君    皆さん、こんばんは。久し振

りに皆様の元気なお顔を拝見しとても嬉しく思い

ます。春間近、桜の開花も楽しみですね。 

・横山 隆一郎 君   

皆さん、お久し振り

です。小島会長、ご

当選おめでとう御座

います。 

 

 

 

 



皆出席表彰            

       管理運営委員会 大野 広 委員長 

・ １２月例会で 6年    大野 広 君   

・ 1月例会で 14年    山田 昭仁 君 

おめでとう御座います。 

 

R財団 ベネファクター及び 

     ポールハリスフェロー表彰  

              Ｒ財団 横山 隆一郎 君 

・ ベネファクタ

ー表彰 ： 小島 

博 彦  会 長 

（ 1 ， 000＄寄

附） 認証状とピ

ン 

 

 

 

 

・ ポールハリスフェロー表彰  

（総額 1，000＄～1，999.99＄寄附） 

認証状とピン  

① 小島 博彦 君     ② 横山 浩之 君 

③ 野村 公人 君     ④ 矢沢 栄治 君 

⑤ 苅谷 伊   君    

※多大なるご寄付 

誠に有難う御座い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度 クラブアッセンブリー  

 （次年度計画報告） 後藤 健介 会長エレクト 

 皆さん、こんばんは。

次年度会長の後藤で

す。宜しくお願い致しま

す。 

 先ずは、次年度ＲＩ会

長の紹介から参りたい

と思います。次年度

2022‐23年度国際ロ

ータリー次期会長であ

るシェカール・メータ

氏。カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ（イ

ンド、西ベンガル州）に所属する方で、掲げてい

る目標は、”奉仕しよう、皆の人生を豊かにする

ために”です。 

仕事は会計士であり不動産開発会社の会長を

務めております。カナダを本拠とし、災害救援に

熱心に携わり、2004 年のインド洋大津波の際

には、被災した家族のために 500 戸近い家屋

の建築を支援しました。 

又、南アジアで 1,500 件以上の心臓外科手術

を提供したプログラムを立ち上げる等、インド全

土での識字率向上をはかる「TEACH プログラ

ム」の創設にも関わって来ました。そしてこのプ

ログラムを通じて、何千もの学校に支援を提供

してきました。 

 2630 地区の次期ガバナーは、三重の方で 

浦田 幸一 様 です。地区方針としましては、 

”つねに超我の奉仕を胸に” を掲げております。

日本のロータリー創設者、米山梅吉翁に心動か

され共鳴したとして、”超我の奉仕” を ”サー

ビス第一、自己第二” と訳しています。 

自己を成長させる意思を持つ職業人が集まり、

超我の奉仕 ”利他の精神” を常に心に備え、

友愛の精神で会員は広く結ばれ懇親を深める。

世界の貧困や疫病問題の為の慈善活動へ、



其々出来る事に尽力し活動していく方針です。 

 各務原ロータリークラブの次年度計画としては、

現行通り月 2 回の例会開催、時間も 19 時 30

分点鐘にて行っていきたいと思います。 

年間の事業としましては、引き続き行っていく方

向で予定しておりますが、この様な情勢の為先

行き不透明になっております。開催時にはその

都度、国や市の情勢を考慮し、何をどの様に行

っていくのかを考えていきたいと思っております。

皆様にはご無理をお願いするかと思いますが、

何卒ご理解・ご協力をお願い致します。 

私自身、2 年目で副幹事を務め、3 年目で会長

エレクト、4 年目で会長と、ようやくロータリーの

目標や奉仕の意味が自分なりに理解でき始め

た矢先の会長職ですので、まだまだ力が及ばず

物足りない部分もあるかと思いますが、7 月か

ら一年間頑張って参りたいと思いますので、皆

様ご尽力宜しくお願い致します。 

 


