
 

 

 

 

 

 

 

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 10月 23日（水） 9：00～ 

１）  地区補助金事業 

               場所：プリニーの総合体育館 メインアリーナ 

   ２０２1年 10月 28日（水） 9：00～ 

２）  秋の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 28名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回   10月 13日  補正後出席率       48.15% 

   前々回    8月 11日  補正後出席率       60.71% 

 

 

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は。本日は非常事態宣言後、

初の例会で非常に久し振りの例会となりますが、沢山

の方にお集まり頂きまして有難う御座います。 

早々では御座いますが、今月来月と持出例会が相次い

でおりますのでご報告させて頂きます。 

・ 10月 23日（土） 地区補助金事業 

スポーツ少年団 バレーボール部会 50周年記念

事業として、栗原 恵 さんをお招きしてバレ

ーボール教室を開催、公式ボールの寄贈式、記念

撮影も予定しております。8時にプリニーの総合

体育館 メインアリーナに集合で、横断幕、玄関

看板の設置、ポスターの貼り付け、受付等の会場

設営にご協力頂きます様お願い致します。 

・ 10月 28日（木） 秋のパークレンジャー活動 

各務原市民公園 南東部花壇に 8時 45分集合で 

お願い致します。 

花の苗はパンジー（赤）（白）（黄）（青）で、本

数は其々３２０本、計 1，280本です。 

多くの皆様にご出席頂きます様お願いします。 

・ 11月 24日（水） クラブアッセンブリー・年次

総会 

19時点鐘、都ホテル 岐阜長良川 11階 ダイヤ

モンドで開催。次年度の役員決めを行います。 

・ 12月 21日、22日、23日、24日の 4日間でクリ

   ～ クラブフォーラム （Ｒ財団・米山） ～ 

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 2743例会 

令和 3年 10月 13日（水）  

     Ｎｏ．０６80 



スマス交流例会を開催致します。詳細につきま

しては追って事務局よりご案内致します。 

・ 2022年 6月 各務原ロータリークラブ 60周年

記念事業を開催。 

今期は、各務原ロータリークラブが 60 周年という事

で、6月に創立記念事業を開催したいと思います。 

ちなみに 50 周年記念の際は、図書車（トヨタカロー

ラ）を寄贈致しました。 

詳細・予算等は未定ですが、５０周年記念を経験され

ました先輩方のお知恵をお借りして、各務原市役所新

庁舎記念も併せまして、６０周年記念事業を盛大に執

り行いたいと思います。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

3分間スピーチ          小島 博彦 君 

 皆さん、こんばんわ。

川島大橋が通行止め

となっている件につ

きまして、大変ご迷惑

をお掛けしておりま

すが、先月国土交通省

で掛け直して頂ける

事が決まりました。当

初の予定では、復旧ま

でに 10年を予定しておりましたが、5年～7年で復旧

出来る事となりました。復旧に先駆けて仮設の橋を設

置する予定ですが、未だどの様な橋になるかは未定で

す。自衛隊が復旧作業時に使用する仮設の橋ではない

かと言われていますが、吊橋の様に非常に揺れる事に

なります。現在、橋向こうに住む小学生は、スクール

バスで送迎を行っていますが、仮の橋が完成をしたら

徒歩通学になりますので、揺れて怖いのではないでし

ょうか。皆様も是非仮の橋が完成しましたら渡り初め

にお越し頂きます様お願いします。 

 

 

 

 

入会式 

新会員  松久 茂彦 君 

・ ロータリーの目的・四つのテスト セット 

（額入り） 

・ ロータリー手帳 

・ 奉仕ジャンパー・Ｔシャツ セット 

・ ロータリー会員章 

以上  

５セット贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員 

松久 茂彦 君 

ご挨拶 

 皆さん、こんばん

わ。苧ヶ瀬池の辺り

で後藤建設という

建設会社をやって

おります後藤です。 

何も分からない、という事で先ずは皆様にご迷惑を掛

けずに遠くから何をやっているのかな、と勉強させて

頂きながら慣れていきたいと思いますので宜しくお

願い致します。 

（※本日、堀尾 鎮章君 欠席の為、次回持ち越し） 

 

 

ニコボックス報告     小島 博彦 直前会長 

・ 後藤 健介 会長    久し振りの例会で嬉

しいです。松久さん改めて宜しくお願いします。

皆さん、来週月曜のゴルフコンペと、23 日の補



助金事業、宜しくお願いします。 

・ 左高 洋 会長エレクト  松久さん、入会有

難う御座います。これから宜しくお願いします。 

・ 金武 峰之 副幹事   皆さん、こんばんは。

スポーツの秋ですね。なかなか上手くなりませ

んがゴルフの練習頑張りたいと思います。 

・ 横山 隆一郎 君  秋ですね。柿が美味しく

実りました。 

・ 平井 正晴 君   やっと秋らしくなります。

久し振りの例会、本日も楽しく過ごしましょう。 

・ 野村 公人 君   松久さん、ロータリーで

もブイブイ言わせてくれる事を期待しています。 

・ 竹田 克茂 君      宜しくお願いします。 

・ 大野 広 君     久し振りの例会ですね。

皆さんお元気そうで何よりです。 

・ 可児 昌則 君   先日の手術でストマが外

れました。 

・ 片岡 紀生 君   久し振りの例会、なんだ

か懐かしい感じです。 

・ 松久 茂彦 君   今日は、野村 公人さん

に会えました。 

・ 小島 博彦 君   久し振りの例会です。宜

しくお願いします。 

 

9月 ゴルフ表彰 管理運営 竹田 克茂 委員長 

9月 13日（月） ぎふ美濃ゴルフ倶楽部にて開催 

優 勝 ： 松久 茂彦 君 

2  位 ： 千葉 臨 君 

3  位 ： 小林 幹男 君 おめでとう御座います。 

 

クラブフォーラム （米山・ロータリー財団） 

毎年 １０月は “米山月間“となっておりまして、

会員の皆様には米山特別寄附をお願いしております。 

金額は １人 １，０００円以上です。２，０００円以

上寄付をして頂きますと確定申告用の免税証明書が

発行されます。 

ちなみに今回の免税証明額は、 

５８期下期会費より支払いました普通寄附金２，００

０＋５９期上期会費より支払いました普通寄附金２，

５００＋今回皆様にお願いしております任意の特別

寄附金の額が証明書として発行されます。 

更に、１１月は“Ｒ財団月間”となっておりまして、

会員の皆様には１５０＄寄付をお願いしております。 

これは、年次プログラム基金で、寄付の総額に応じて

3 年後の 地区補助金事業に幾ら補助金がもらえるか

が、決まるものです。 

 今年の地区補助金事業時に地区より支給されまし

た金額（２９７，５８４円）は、５６期に皆様からご

協力頂きました金額になります。 

６２期の補助金事業の為に、皆様ご協力の程宜しくお

願い致します。 

本来、１５０＄寄付は、１１月に入ってからのお願い

となりますが、１１月は通常例会が開催されない為、

本日の例会時にご案内をさせて頂きました。 

１５０＄寄付は、毎月のロータリーレートによって金

額が異なります。 

現段階では、未だ１１月のレートが発表されておりま

せんので、１１月に入りロータリーレートが分かり次

第、事務局よりご案内をさせて頂きたいと思います。

皆様ご協力の程宜しくお願い致します。 

本日は、 

 ① 米山記念特別寄付金のご案内・・・全会員対象 

 ② R財団年次基金（１５０＄）のご案内・・・ 

   全会員対象 

 ③ R財団ベネファクター（１，０００＄）案内・・・ 

    会長 

以上、３つのご案内をさせて頂きました。 

ちなみに、毎年会長にお願いしております、ベネファ

クター寄付は、恒久基金で貯蓄していく寄附金となり

ます。 

皆様どうぞ宜しくお願い致します。 


