
 

 

 

 

 

 

 

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 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 

   ２０２1 年 8 月 25 日（水） 19：30～ 

２）  卓話 （片岡 紀生 君） 

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

     会員総数 28 名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回    7 月 28 日  補正後出席率      55.56% 

   前々回    7 月 14 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、改めましてこんばんわ。暑い日が続く中この様に

沢山の方にお集まり頂きまして誠に有難う御座います。 

 世の中は、無事オリンピックも開催された事に歓び、そ

して本日台風が来る予定でしたが、皆さんの熱い熱気に

より避けて行ってくれた事も喜ばしく、更には各務原ＲＣ

の会員が４名増えた事はこの上ない悦びではないでしょ

うか。会長として大変満悦しております。まだまだ引き続

き会員を増やして参りますので、皆様ご協力の程宜しく

お願い致します。 

 加えまして本日はお客様をお迎えしておりますのでご

紹介させて頂きます。 

美濃 RC より、ガバナー補佐 村下 殉刑 様、美濃 RC 

会長 土本 恭正 様、美濃 RC IM 実行委員長 河合 

有二 様、にお越し頂きました。本日はどうぞ宜しくお願

い致します。 

 ・２０２１－２２年度 

東海北陸道グループ 

ガバナー補佐 村下 

殉刑 様 よりご挨拶 

皆様  改めまし

てこんばんわ。只今ご

紹介に預かりました、

今年度 東海北陸グ

ループ  ガバナー補

   ～ ガバナー補佐クラブ訪問及びクラブアッセンブリー ～ 

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 ２０２1－２０２2年度 

国際ロータリー会長 

シェカール・メータ（インド） 

    第２７41 例会 

令和 3 年 7 月 28 日（水）  

     Ｎｏ．０６78 



佐を務めさせて頂きます 村下で御座います。何卒宜し

くお願い致します。 

7 月の１７日に梅雨明け宣言が御座いまして、その後各

地では非常に厳しい暑さに見舞われている状況で御座

います。そして 7 月２３日には、東京オリンピックが開幕

し、更なる暑さに見舞われている状況ではないでしょうか。

コロナの影響により無観客でのオリンピックは、テレビ上

では華やかに映っておりますが、昭和３９年の東京オリン

ピックの様な盛り上がりは無い様に感じられます。 

世間では様々な意見が出ておりますが、一旦開催すると

決定した以上は、日本の良さを世界の人に伝える絶好の

機会ではないかと思います。国民一人一人が最善を尽く

すためにはどうあるべきかを考え行動する事が最も賢明

な判断かと思います。昨年の春から始まった新型コロナ

ウィルスの感染は今では背中合わせで悩まされておりま

す。毎年恒例となっておりました地区大会をはじめ、様々

な地区の行事が中止となり、各クラブの例会もままならな

い状況が続いておりました。しかしここに来てようやくワ

クチン接種が大きく進み、遅からず以前のような兆しが

見えてきた様に感じられます。 

 昨年の 7 月に、時期ガバナー補佐予定者懇談会が名

古屋で開催され、ガバナー補佐の役割と責任の重さにつ

いて学び、今正に痛切に痛感している処で御座います。 

RI 会長、シュカール・メータ氏は、”奉仕しよう、みんなの

人生が豊かになるために”と表明している事を受け、浦田

ガバナーは ”常に超我の奉仕を胸に” と公約を掲げまし

た。自己成長を持つ職業人が集まって人の事を第一に考

え、自己の事を第二に、そして友愛の精神で会員は広く

結ばれる。懇親を深め会員は集い互いに研鑽
けんさん

し奉仕の

エネルギーはそこから行動に移る、と言う事をお話されま

した。即ちロータリアンとして個々の資質を高め地域にあ

った奉仕をする事が地域社会との密接な関係をつくり、

クラブの発信力を高め魅力あるクラブが生まれる、と言う

事を述べられました。結果、この様な行動が会員増強に

繋がるのではないでしょうか。 

 一年間、ガバナーと各クラブのパイプ役として楽しむ事

を基本、互いに意識を高めあって行く事が最も大切な事

はないでしょうか。今年一年間皆様と一緒に勉強して参

りたいと思っております。簡単では御座いますが挨拶とさ

せて頂きます。一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 ・  美濃 RC 会長 

土本 恭正 様 より

ご挨拶 

 皆様、こんばんわ。

本日は村下ガバナー

補佐にお供させて頂

きました。どうぞ宜しく

お願い致します。 

コロナコロナで、昨年

より延期されていまし

た事業が、今年へと押されてきており何かと今年は大変

な一年になりそうです。当クラブも、昨年の春に開催予定

でした ”東海北陸道グループ クラブ対抗親睦ゴルフ” 

が今年の秋にようやく開催をする運びとなりました。日に

ちは、１０月 18 日（月） ぎふ美濃ゴルフ倶楽部にて開催

を致します。今年は、”ガバナー杯” も予定しており、そ

の予選大会も兼ねております。10 月 18 日の予選会で 1

位、2 位になったチームが、ガバナー杯に出場出来、更に

東海北陸道グループ 会長・幹事会費より 1 万円／1 人 

の補助が御座います。是非優勝を狙って頂きたいと思い

ますので、先ずは 18 日の予選会、沢山の方のご参加を

お待ち申し上げます。 

 

・ 美濃 RC ＩＭ実行

委員長  河合  有 二 

様 よりご挨拶 

皆様、こんばんは。本

日は、ＩＭのコマーシャ

ルに参りました。 

来る、9 月 12 日（日） 

美濃市健康交流センタ

ーに於いて IM を開催

させて頂きます。 



今回は講演と言う事で、”江崎吉よし英 様”に人生 

を創る、という題目にて講演をして頂きます。 

以前は 8 クラブ御座いましたので、1 クラブ 10 名参加し

て頂けたら 80 名になりましたが、残念ながら今は 6 クラ

ブですので、各クラブ 10 名でも 60 名です。当クラブは

現在 18 名しか在席しておりませんので、是非他クラブの

方に多くのご参加をお願いしたいと思います。本日はご

協力のお願いとして挨拶に代えさせて頂きたいと思いま

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

河合様、有難う御座います。 

当クラブも例会が少なく、懇親会が非常に少ない事を理

解しておりますので、この様な機会を活用して親睦を深

めて頂きたいと思います。 

 

3 分間スピーチ              横山 隆一郎 君 

 皆さんこんばんわ。今

私は、大島宮台地域で

耕作放棄地を無くそうと

いう目標をたてまして、

組合員約１００名の方に

協力頂き活動しておりま

す。しかし１０年後には、

行き詰まるであろうとい

う危機感を持っておりま

す。協力して頂いている

組合員の方の平均年齢が７０歳代と高めである事、８

０％の方に後継者が居ない事等が危惧されております。

８０％の方が兼業農家の為、自宅に居ない。又現在平均

年齢が７０歳代であれば、１０年後には８０歳代となり、能

力的に３～４割りないし半数以下となり、１０年後には確

実に行き詰るであろうという危機感を持っております。当

然この活動が行き詰れば、耕作放棄地が莫大に増え、各

務原北部田園地域は更に深刻化する見通しであります。

その様な事になれば、生活環境や都市経過の問題になり、

私のような８０歳代の人よりも皆様方の様な若い方達の

方が長く大きく影響を受けやすい事になります。 

より多くの方に、関心を持って頂き、其々どの様な事が出

来るのか、そしてこの様な現状を理解していただくことが

大切ではないかと思います。未だ未だ沢山お伝えしたい

事は御座いますが、本日は皆様方に認識をして頂きたく、

3 分間スピーチを終わらせて頂きます。有難うございまし

た。 

 

皆出席表彰        管理運営 竹田 克成 委員長 

  

・ 平井 正晴 君 

  30 年 

  

 

 

 

 

・ 松井 雅史 君 

   4 年 

               

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

ニコボックス報告       苅谷 伊  R財団副委員長 

・後藤 健介 会長     村下ガバナー補佐、ようこそ

各務原においでくださいました。本年度お世話になります。 

・松井 雅史 幹事     村下ガバナー補佐、土本会長、

河合会長エレクト、ようこそ。どうぞ宜しくお願いします。 

・金武 峰之 副幹事    皆様こんばんは。村下ガバナ

ー補佐、土本会長、河合実行委員長、本日は各務原 RC

にお越し頂き誠に有難う御座います。宜しくお願いします。 

・竹田 克成 ＳＡＡ     村下ガバナー補佐、土本会

長、河合ＩＭ実行委員長、本日は宜しくお願いします。 

・横山 隆一郎 君     村下ガバナー補佐、ようこそ

おいでくださいました。本年度宜しくお願いします。 



・平井 正晴 君      ガバナー補佐 村下殉刑様、

美濃 RC 会長 土本恭正様、美濃 RC IM 実行委員長 

河合有二様、お疲れ様です。本日は宜しくお願いします。 

・片岡 紀生 君       村下ガバナー補佐、本日は

有難う御座います。美濃 RC の皆様、ご苦労様です。今

日は宜しくお願いします。 

・可児 昌則 君      ようこそ村下ガバナー補佐。ご

指導宜しくお願いします。土本会長、河合 IM 実行委員

長、宜しくお願いします。 

・小林 幹男 君    ガバナー補佐 村下様、美濃 RC

会長 土本様、IM 実行委員長 河合様、ようこそ各務原

RC にいらっしゃいました。本日は宜しくお願いします。 

・山田 昭仁 君    村下ガバナー補佐、ようこそ各務

原においでくださいました。本年度お世話になります。 

・大野 広 君      村下ガバナー補佐、一年間宜しく

お願いします。土本会長、河合 IM 実行委員長、ようこそ

各務原 RC へ。 

・河野 春男 君    村下ガバナー補佐、ようこそ各務

原においでくださいました。本年度お世話になります。 

・小島 博彦 君    村下ガバナー補佐、本日は有難う

御座います。美濃 RC の皆様、本日は宜しくお願いしま

す。 

・永田 和弘 君     オリンピック始まりましたね。連

日のメダル嬉しいです。本日は、村下様、土本様、河合様、

宜しくお願いします。 

・苅谷 伊 君       村下ガバナー補佐、土本会長、

河合 IM 実行委員長、本年度宜しくお願いします。 

オリンピックでは世代交代が進み若い素晴らしい日本人

が多いことに気が付かされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブアッセンブリー       司会：後藤 健介 会長 

 

公共イメージ委員会  

小林 幹男 委員長 

  皆様、こんばんわ。

美濃 RC の皆様、本

日はようこそおいでく

ださいました。本年度

公共イメージ委員会

の委員長を務めさせ

て頂きます小林です。

どうぞ宜しくお願い致します。公共イメージは、広報、R

情報、研修の三つ御座います。其々基本方針と一年の活

動計画を発表したいと思います。昨年は、コロナの影響

から何も出来ませんでしたが、今年は、少しでも皆さんと

活動をしていけたら良いと思っておりますのでどうぞ宜し

くお願い致します。 

先ず、”広報” について。毎年、交通安全 PR 活動、サン

タクロース事業等の活動を新聞に掲載させて頂いており

ますが、今年も引き続き掲載して頂ける様、協力要請を

行って参りたいと思います。 

”R情報” については、基本方針として”会長の方針に沿

って新会員入会に向けて支援を続ける”とあります様に、

今年は新たに２名の方に入会して頂きましたので、新会

員の方の情報を発信していきたいと思います。 

”研修”ロータリアンとしての自覚を持ち自己啓発と人格

の向上に務める、とあります。私自身、ロータリアンとして

の自覚が足りない為、新会員の方と共に自己啓発を高め

ていきたいと思います。 

今年もコロナ渦の為、活動に規制が御座いますが、永田

副委員長と共に頑張って参りたいと思いますので、宜しく

お願い致します。 



会 員 増 強 委 員 会        

金武  峰之  副委

員長 

 皆さん、こんばん

わ。 

この委員会の使命

は ただ一つ。会員

増強です。今期より

会員２４名から２８

名に増え、大変喜ばしい限りです。毎年、山田委員長が

お話しされていますように、目標は会員３０名です。まず

会員の皆さんが、一人には声を掛けて頂きたいと思いま

す。声を掛け勧誘する際の参考と致しまして以前、河野

さんが会員増強についてお話しされた事が御座いますの

でその内容をお話ししたいと思います。 

 まず声を掛けるにも、何をする団体なのかが分からな

い方が多いと思います。通常例会は日々同じ流れです

が、一年活動をしていると理念等が見えてきます。”ロー

タリーやライオンズは成功した経営者が社会貢献をする

団体” という概念がありますが金銭的に還元をすること

は簡単な事ではありません。しかし ”職業奉仕” という

言葉一つで、自身の営んでいる事業が社会貢献をして

いる、由って誇りを持って良い、という結論に至りました。

この考え方をきっかけに、入会後 普段話す事のない異

業種の方や先輩と仲良くなれ、上の世代の方達の考え方

も理解する事が出来るようになりました。全ては ”人付き

合い” だと思います。 

新しい方を勧誘する際に聞かれることとして、「ロータリ

ーに入って何のメリットがあるのか」です。確かにそう思

います。河野さんは勧誘する際に、入会すると仕事が増

える、儲かる、と言った事は決して言わないそうです。な

ぜならお金儲けの為に入会をするのではなく、学びの場

であり、自分磨きの場であると思うからです。河野さん自

身も “友達が出来るよ” と言って勧誘し入会をして頂い

たそうです。 

 入会をしても、欠席続きでは出席率が下がりますので、

入会した際には皆さんで面倒をみて、例会の度に声を掛

けて頂きたいと思います。又、例会場に来たら隣の席に

座る等、参加しやすい雰囲気づくりを心掛け、クラブを盛

り立てて頂きたいと思います。そして会員増強プラス維

持という所にもお努め頂けたらと思っております。今期ま

た一人でも新しい仲間が増える事を祈念いたしまして会

員増強委員会の報告とさせて頂きます。 

 

奉仕プロジェクト委

員会      河野 

春男 委員長 

 今年度奉仕プロ

ジェクト委員会 委

員長を務めさせて

頂きます河野です。

宜しくお願い致しま

す。 

内容は計画書に記載の通りでは御座いますが、毎年恒

例となっております、交通安全 PR 活動及び防犯パトロ

ール活動は、今年度も引き続き行っていく予定です。 

国際奉仕としましては、国際協会の協力のもとサンタクロ

ース事業を行って参ります。しかしながら、今年度より市

内 3 ロータリークラブが 1 つとなりましたので、交通安全

活動、防犯パトロール活動も含め、人数の割り振りが大

変厳しい状況かと思います。サンタクロース事業につき

ましては、例年より質が落ちる事の無い様に会長、ご配

慮宜しくお願い致します。 

続きまして、青少年奉仕としまして ”かかみの音楽演奏

会” を行います。今年度は残念ながら中止となりました

が、来年はワクチン接種も進み恐らく開催できる見込み

です。当クラブの目玉事業に成り得る活動かと思います。

かかみの RC さんが、代々行っておりました事業ですの

で、片岡さんや可児さんのご指導の下、来期に備えて参

りたいと思います。その他、毎年発明工夫展への協賛金

等行っております。 

インターアクトとしましては、今年度オンライン開催となり

ました、ＩＡ年次大会等の活動を行っております。こちらも

各務原高校と積極的に連絡を取り、活発に活動を行って



いけたら良いと思っております。 

環境保全としましては、毎年恒例となっております市民公

園花壇の植栽活動になります。こちらも 1 ロータリークラ

ブで例年通りの植栽の数をこなさなければいけませんの

で、是非沢山の方にご出席頂きます様お願い致します。 

交換学生につきましては、今年度は受け入れのご要望が

ありませんでしたので、来年度以降広く受け入れる予定

でいきたいと思っております。 

一年間宜しくお願い致します。 

 

管 理 運 営 委 員 会     

竹田 克成 委員長 

 管理運営委員会の

主な活動は、親睦の

機会を設けてクラブ

内の交友と友情を深

めよう、とあります。

今年度は、忘年会を

盛大に行いたいと思いますし、親睦会並びにゴルフ会も

開催し会員同士の交友も図りたいと思います。又、例会

行事等の連絡も周知し出席率向上にも務めたいと思い

ます。今後もコロナの感染状況次第で変更する事も御座

いますが、皆さんのご理解とご協力を得ながら出欠席の

連絡は必ず行い、定刻通り開催し、ロータリアンらしく身

なりを整え公式行事等に望みたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

R 財団委員会 

   刈谷 伊 副委員長 

 R 財団委員会より、11 月

のR財団月間に向け、一人

150＄寄付の年次基金と、

1，000＄寄付の恒久基金

のお願いを、10 月 13 日例

会に行う予定ですので、宜

しくお願い致します。 

米山月間では、任意寄付では御座いますが又ご案内を

させて頂きますのでご協力の程宜しくお願い致します。 

最後に、ニコボックスについてですが、例会時には都度

皆さんにご協力を頂いておりますが、最期フィナーレ例会

では商品もご用意して一年間の投函額クイズも行います

ので、会長、直前会長には毎回中型ないし大型にてお願

いしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

ご講評         ガバナー補佐 村下 殉刑 様 

 私が言えることは、クラブ其々に個性があります。奉仕

活動は、こうでなければいけない、と言った決まりは一切

御座いません。其々に奉仕の仕方があると思います。若

い会員が多いクラブは若い考え方、年配者の多いクラブ

では年配の様な、等其々考え方が違うものですので、良

いとか悪いとかは御座いません。ロータリーに求められ

るのは、和気あいあいとしている事、楽しむという事です。

そして奉仕の理念というもの、この本筋が曲がっていな

い事です。奉仕とは何か、クラブで目指すものは何か、こ

れらが明確になっておれば結構です。一番良いのは和気

あいあいとしている中にも、筋が通っている事が一番良

い事ではないでしょうか。躍動感、活力あるクラブが求め

られるので、是非頑張って頂きたいと思います。 

 

 


