
 

 

 

 

 

 

 

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 ： 後藤 健介 

副会長 ： 横山 浩之 

幹  事 ： 松井 雅史 

会  報 ： 藤井 孝一／松原 竜二            

 

    ２０２1年 7月 28日（水） 18：30～ 

            １） ガバナー補佐訪問及びクラブアッセンブリー 

               場所：産業文化センター2階 第 2会議室 

   ２０２1年 8月 11日（水） 19：30～ 

１）  卓話 （後藤 健介 会長） 

               場所：産業文化センター2階 第 4会議室 

     会員総数 28名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回    7月 14日  補正後出席率       78.26% 

   前々回    6月 23日  補正後出席率       66.67% 

 

司会進行                金武 峰之  副幹事 

会長挨拶                   後藤 健介  会長 

 皆様こんばんは。本日は私の知る限り、かなり高出席率 

ではないかと思います。有難う御座います。これは、今期

皆さんが私に対してとても期待しているという想いがひ

しひしと伝わってきます。ですがこの想いも直ぐに打ち砕

かれる事になるかと思いますが。 

 さておき今期、入って未だ日も浅い私が名誉ある会長

職を仰せつかりました事について、私自身の解釈ではあ

りますが、古き良き仕来りを守りつつ、新しい仕来りも取

り入れたいのではないかという見解です。この様な見解

で今期一年参りたいと思いますので皆様どうかご理解頂

きます様お願い申し上げます。 

また、昨年同様コロナ禍という事で、今期の例会は卓話

を主に開催させて頂きます。メインの活動としては、10月

に開催致します”地区補助金事業”となります。例会は例

年通り月に2回ですので、本日の様に沢山の方にご出席

頂き、交流の場として深い絆を深めて頂きたく思います。 

さらに、前回の例会でご参加頂きました、マルト後藤建設

の松久さん、ヤマワの堀尾さんの入会申込書を本日無事

頂きました事をご報告申し上げます。有難う御座います。 

本日はお二方とも欠席では御座いますが、この名誉ある

ロータリークラブに入会出来た事を大変喜ばしく思って

おりますので、例会出席の際には是非快く交流して頂き
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たく思います。今後も引き続きメンバーを増やしていきた

いと思っておりますので、是非候補者がお見えになりまし

たらご一報頂きます様お願い申し上げます。 

簡単では御座いますが、今年一年どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

3分間スピーチ                平井 正晴 君 

 皆さん、こんばんわ。私

は昨今話題に御座います

コロナ接種が無事 2 回終

わりました。皆様は未だこ

れらではないかと思いま

す。副反応が心配でした

が、1 回目接種の際は腕

が痛かった事、2 回目は

37 度迄熱が出ましたが、その後直ぐに下がり、後は何事

も無く過ごす事が出来ました。これで安心して色々出掛

けると言う事では無く、少しずつ皆さんと一緒に会食をし

ていけたらいいなと思っております。本日は沢山お見え

ですので、引き続き例会を楽しみましょう。以上、有難う

御座いました。 

 

第 59期 新役員紹介及びご挨拶 

１．後藤 健介  会長 

 昨年まで各務原に 3つ

ありましたクラブが、1 つ

になりまして他クラブとの

交流も今期はコロナ禍と

いう事で来期に持ち越し

となりました事、ご理解い

ただきます様お願い致し

ます。今期一年間精一杯頑張って参りますのでどうぞ宜

しくお願い致します。 

 

２．横山 浩之 副会長 

   皆さんこんばんわ。今期は非常に会長に対し一抹の

不安が御座いますので副会長職として、とても不安です

が、頑張って役職を全うした

いと思います。宜しくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

３．左高 洋 会長エレクト   

   こんばんわ。昨年初め

て幹事を務めさせて頂きま

した。入って４年目になりま

すが、まだまだロータリーの

活動が理解できていない部

分も多いので今期一年、よ

り多くのロータリー活動に参

加できればと思っております。今年一年宜しくお願い致し

ます。 

４．松井 雅史 幹事   

 皆さん、こんばんわ。今年

一年幹事を務めさせて頂き

ます。左高さん同様、私も未

だ年数が浅いため覚えなけ

ればならない事が沢山ありま

すが、皆さんにご迷惑がかか

らない様に頑張りたいと思い

ますので、どうぞご指導の程宜しくお願い致します。 

 

５．小島 博彦 直前会長   

 昨年一年間会長として皆さ

んにお世話になりまして、有

難う御座いました。そして、

可児さん、片岡さん、６月３０

日付けで当クラブへお越し頂

きまして有難う御座います。

私も後藤会長をしっかりと支

えて、微力ながら各務原ロータリークラブの為に頑張りた



いと思います。今後も宜しくお願い致します。 

 

６．竹田 克成  SAA   

 SAA という大役を頂きました。

私は入会して 10 年程経ちます

が、まだまだ新人のような気持

ちで頑張りたいと思いますので

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

７．金武 峰之  副幹事   

 副幹事を仰せつかりました金

武です。皆さんと楽しく交流出来

たらと思っておりますので、一年

間宜しくお願い致します。 

 

 

 

かかみの RCより 

          可児 昌則 君 

 かかみの RC も空前の灯とな

りお世話になることになりました。

丁度その頃病気になりまして一

年間ほとんど病院通いをしてお

りました。未だもう一回手術が

残っており、例会を欠席するか

もしれません。随分元気になりましたので皆さんと一緒に

勉強をして、微力ながらもうひと頑張り努力をしたいと思

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

かかみの RCより 

         片岡 紀生 君 

 皆さん、こんばんわ。私のク

ラブは何ともならない状況で、

今期より皆さんのお世話にな

ります。一生懸命頑張ります

のでどうぞ宜しくお願い致し

ます。 

皆出席表彰        管理運営 竹田 克成 委員長 

 

2年 

河野 春男 君 

1年 

竹田 克成 君    

 

 

おめでとうございま

す。 

 

 

 

6月度 親睦ゴルフ表彰 （6/29開催） 

優  勝 ： 後藤 健介 君 

準優勝 ： 小島 博彦 君 

３  位  ： 山田 昭仁 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月度 親睦ゴルフ表彰 （7/14開催） 

会長賞 ： 小林 幹男 君 

優  勝 ： 小島 博彦 君 

準優勝 ： 小林 幹男 君 

３  位  ： 河野 春男 君 

 

 



第５８期 

取り切り戦 

会長賞 

小林 幹男  君 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとう御座

います☆ 

 

 

 

 

 

 

ニコボックス報告       苅谷 伊  R財団副委員長 

・後藤 健介 会長     本年度、会長を務めさせて頂

きます。皆様宜しくお願い致します。 

・横山 浩之 副会長    ホストタウン各務原へ。世界

ランキング 1 位の、ホッケーオランダチームが来日してお

ります。 

・松井 雅史 幹事      後藤会長、1 年間宜しくお願

い致します。私も幹事として勉強させて頂きます。皆様宜

しくお願いします。 

・金武 峰之 副幹事     皆様こんばんは。後藤会長

1 年間宜しくお願い致します。副幹事として司会頑張りま

す。片岡さん、可児さん、どうぞ宜しくお願い致します。 

・左高 洋 会長エレクト   後藤会長、今日から 1 年間

頑張って下さい。 

・横山 隆一郎 君      片岡さん、可児さん、お二人

とロータリー活動を共に出来る事を嬉しく思います。宜し

くお願い致します。 

・平井 正晴 君    後藤丸の出航、１年頑張って！！

片岡さん、可児さん、ようこそ。 

・小林 幹男 君     後藤会長のスタートです。１年間

宜しくお願いします。 

・山田 昭仁 君     後藤会長、１年間宜しくお願いし

ます。 

・竹田 克茂 君     後藤会長、１年間宜しくお願いし

ます。 

・野村 公人 君     新役員の皆様、ご苦労様です。

平でも出来る限り協力させて頂きます。 

・永田 和弘 君     皆様、ご無沙汰しております。毎

日コロナワクチン打ちまくっています。後藤会長、今期楽

しみにしております。 

・河野 春男 君     後藤会長、１年間宜しくお願いし

ます。 

・小島 博彦 君     後藤会長、１年間宜しくお願いし

ます。 

・大野 広 君      片岡さん、可児さん、末永く宜し

くお願いします。 

・片岡 紀生 君     皆様、初めまして。新しく入れて

頂きました片岡です。どうぞ宜しくお願い致します。又本

日は、直前会長、後藤会長、楽しい時間を有難う御座い

ました。 

・可児 昌則 君     本日より宜しくお願いします。 

・苅谷 伊 君       ワクチン打ちました。筋肉痛に２

日間なりました。片岡さん、可児さん、今後宜しくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年度 年次総会      議長：後藤 健介 会長 

議題 １．第 58期 決算報告      松井 雅史 会計 

      会計監査           藤井 孝一 監査役 

    2020-21年度 （第５８期） 事業報告書及び 

    決算報告書の各事項について監査した所、その 

    内容は適正なものと認めますので、ここにご報告 

    致します。 （藤井監査役欠席の為、松井会計によ 

    り代理報告） 

 

議題 ２．第 59期 事業計画・予算案 

                 報告者 ： 後藤 健介  会長 

    59期運計画書通りとする。 

    ご質問・ご意見等御座いませんでしたので、承認 

    されました。 

 

以上を持ちまして年次総会を終了致します。 

 


