
 

 

 

 

 

 

 

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 5月 26日（水） 19：3０～ 

            １）  卓話 （松井先生） 

               場所 ： 産業文化センター 2階 第 2会議室 

   ２０２1年 6月 10日（木） 9：00～ 

            １）  2ＲＣ合同 パークレンジャー活動 

               場所 ： 各務原市民公園 南東部花壇 

     会員総数２４名 （出席免除３名） 

        前 回   5月 12日   補正後出席率      50.00% 

               ガバナー補佐訪問例会 

         前々回   4月 21日   補正後出席率      58.33% 

               職場例会 （アクアファーム・岐南） 

 

 

 

司会進行                左高 洋 幹事 

 

会長挨拶               小島 博彦 会長 

 皆様 こんばんは。本日は、ガバナー補佐クラブ

訪問という事で、郡上長良川 RC より 藤代
ふじしろ

 昇
のぼる

様、美濃 RC より 次年度ガバナー補佐の 村下

侚刑
としのり

様にお越し頂きました。お忙しい中、又コロナ

禍で大変外出が難しい中、本当に有難う御座いま

す。現在岐阜県では、「まん延防止等重点措置」が

適用され、愛知県でも緊急事態宣言が発令されま

した。この様に大変厳しい中会員の皆様におかれ

ましても、例会にご出席頂きまして有難う御座い

ます。 

 私が会長職に就いた頃、終盤にはコロナも収束

し、通常通りの活動をしているであろう、と楽観的

に考えておりました。しかし蓋を開けてみれば昨年

のままで、波が来ては治まり、来ては治まりの繰り

   ～ ガバナー補佐 クラブ最終訪問 ～ 

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 

各務原ロータリークラブ 
国際ロータリー第２６３０地区  東海北陸道グループ 

２０２０－２０２１年度 

国際ロータリー会長 

ホルガー・クナーク（ドイツ） 

   第２７36例会 

令和 3年 5月 12日（水）     

    Ｎｏ．０６73 



返しで、年度の最後にまた大きな波が来ている、と

言った状況です。未だ期は終わっておりませんが

1 年間、途中休会も有りましたがこの様に無事例

会が開催出来ました事は、皆様のご協力の賜物だ

と思っております。本当に有難う御座います。それ

では、本日も時間短縮にて例会を進めて参ります

ので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

３分間スピーチ            竹田 克茂  君 

 皆さん、こんばん

は。コロナ禍の中、

弊社も 3 月 20 日

に決算を迎えまし

て、売り上げは約 1

割減となりました

が、赤字には至らず

第 11 期を終える事

が出来ました。今期

も滑り出しは順調で、大手総合病院の受注物量

入荷点数が増え、先程迄現場で働いておりました。

パートで働いて頂ける方も今募集中で、仕事は順

調に進んでおります。 

プライベートも順調で、嫌な事は全て海に洗い流

せる様、マリンスポーツに勤しんでおります。今は

夜の部活動も出来ないので、皆様 ストレスは溜

めずお金を貯めて、いざという時に備えましょう。 

 

 

ニコＢＯＸ報告            横山 浩之 君 

藤代ガバナー補佐・村下次期ガバナー補佐から 

頂戴致しました。有難う御座いました。 

 

・小島 博彦 会長     藤代ガバナー補佐・村下

次期ガバナー補佐、本日は遠い所有難う御座い

ます。 

・河野 春男 副会長  コロナの感染者が増えて

います。皆さんお気を付け下さい。 

・左高 洋 幹事     ガバナー補佐・次期ガバ

ナー補佐、本日は有難う御座います。そして宜しく

お願い致します。 

・横山 隆一郎 君   藤代ガバナー補佐・村下次

期ガバナー補佐、ようこそ各務原へ。 

・平井 正晴 君    藤代ガバナー補佐、１年間

お疲れ様でした。村下次期ガバナー補佐、来期宜

しくお願いします。皆さん、ステイホーム心がけま

しょう。 

・小林 幹男 君    藤代ガバナー補佐、１年間

お疲れ様でした。村下次期ガバナー補佐、１年間

宜しくお願いします。 

・大野 広 君     藤代ガバナー補佐、１年間

有難う御座いました。村下次期ガバナー補佐、来

期宜しくお願いします 

・山田 昭仁 君    藤代ガバナー補佐、村下次

期ガバナー補佐、本日は有難う御座います。 

・竹田 克茂 君    藤代ガバナー補佐、村下次

期ガバナー補佐、本日は宜しくお願いします。 

・ 横 山  浩之  君    

藤代ガバナー補佐、

村下次期ガバナー補

佐、本日は宜しくお

願いします。 

 

 

 

 

 

4月ゴルフ表彰  管理運営  大野 広 委員長 

4月２8日（水） 岐阜カンツリー倶楽部にて 

  優  勝    大野 広  君   

  準優勝    小島 博彦 君 

  ３  位    横山 浩之 君  

おめでとう御座います。 

 



ご挨拶    東海北陸道グループ ガバナー補佐 

           藤代 昇 様 （郡上長良川ＲＣ） 

 皆さん、こ

んばんは。

今年はコロ

ナ、コロナで

１年が終わ

ってしまい

ました 。本

来ですと 1

年に 4回各

クラブへお

伺いする事になっておりましたが、最初と最後の

みの訪問となってしまい、とても残念です。 

 先程、例会前に小島会長にお話しを伺ったところ、

会員 24 名中一人も退会者が出ていないとの事

で、本当に嬉しく思います。今年のガバナーの指

針では、会員の皆さんで繋がりをもって退会者を

一人も出さずに 1 年間維持していく事を強く望ま

れていました。今は新会員を増やす事は難しいと

思いますので、先ずは退会者を出さずに活動自粛

の中ですがロータリー活動を行って欲しいと思い

ます。東海北陸道グループの活動も、今期は一つ

も行っておりません。会長・幹事会も 1度も開催さ

れず、クラブ対抗のゴルフコンペも中止となりまし

た。そして地区大会も中止となり、ロータリー活動

の中心的な活動までも中止で、心に穴が開いたよ

うな気持ちで残念で仕方ありません。 

これも全てコロナ禍と言う事で仕方のない事だと

受け止めております。 

 東海北陸道グループの事業で “ＧＴＭ” があり

ますが、今期は当クラブが務めさせて頂きました。

開催について、グループ内で話し合いが行われた

結果、会長の強い要望によりリモートという形式で

開催に至りました。全てが初めての事で戸惑いも

ありましたが、幸いにも会員の中に詳しい人がい

た為、９月６日に無事開催する事が出来ました。皆

様にもご参加頂きまして、有難う御座いました。 

この事業も、会員の皆で度重なる話し合いを続け

る等、苦難の道のりでした。オンライン開催でした

が色々な方と繋がりが持て、今思えば開催をして

良かったな、と思っております。 

 私は常々人との繋がりは、とても大切なものだと

思っております。今迄、他クラブの会員の方とは繋

がりが有りませんでしたが、AG を機に皆さんと盃

を交わせる程親睦が深められたら良いな、と思っ

ておりましたが、コロナの為何も出来ませんでした。

やはり人というのは、お互い飲食を共にし語り合う

事で親密な関係になれるのではないかと思います。

来期は、美濃ＲＣの村下ガバナー補佐に頑張って

頂きたいと思います。 

 ここで村下さんのご紹介をさせて頂きます。 

  氏名：村下 侚刑（むらした としのり） 

  生年月日：１９４６年 2月 11日 

  所属：美濃ＲＣ 

  入会年月日：1989年 1月 1日 

  職業分類：ガソリンスタンド（丸喜石油(株)） 

コロナは必ず収束すると思っています。その時迄

皆さんと一緒に RC を盛り立てていきたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願いします。 

 

ご挨拶 東海北陸道グループ 次期ガバナー補佐 

              村下 侚刑 様 （美濃ＲＣ） 

 皆さん、こんばん

は。先程、藤代ガ

バナー補佐より手

厚いご紹介をして

頂きまして少しこ

そばゆく感じてお

ります。 

私の名前は ”村

下 侚刑” と書き

まして ”としのり” と読みます。祖父がお寺の関

係に携わっていた関係でこの様にこだわりのある



難しい名前になりましたが、人としては、あまり難

しい人間ではありません。 

 本日は、７クラブ内の一番初めのクラブ訪問と言

う事で、些か緊張しております。 

私は福井県生まれの為、毎年各務原公園で開催

されます「福井県人会」と称します花見会に出席を

しております。大変ロケーションも良く、見事な桜

並木で素晴らしい所ですね。各務原市は観光面

で素晴らしい所が多くあり、非常に羨ましい限り

です。次年度は色々勉強しながら又こちらへ伺い

たいと思います。1 年間、ご指導ご協力の程宜しく

お願い致します。 

 

 


