
 

 

 

 

 

 

 

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 11月 24日（水） 19：00～ 

１）  クラブアッセンブリー及び年次総会 

               場所 ： 都ホテル岐阜長良川 11階ダイヤモンド 

   ２０２1年 12月 8日（水） 11：00～ 

２）  年末交通安全ＰＲ活動 

               場所 ： 各務原市民公園南側交差点付近 

     会員総数 28名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回   11月 10日  補正後出席率       60.71% 

   前々回   10月 13日  補正後出席率       48.15% 

司会進行          金武 峰之  副幹事 

会長挨拶               後藤 健介  会長 

 皆さん こんばんは。コロナ禍と言う事で、未だ未

だ通常の例会と言うわけにはいきませんが、この様に

沢山の方にご出席頂きまして有難う御座います。 

本日は堀尾さんにご出席頂きましたので、遅ればせな

がら入会式を行いたいと思います。片岡さんの卓話も

御座いますので、最後までどうぞ宜しくお願い致しま

す。 

3分間スピーチ          可児 昌則 君 

 皆さん こんばんは。昨年の８月に大腸癌が見つか

り、今年の９月までに小さい手術を含め４回行いまし

た。最初の手術でストマを付けて、今年の９月にやっ

と外すことが出来ました。手術は全身麻酔ですので痛

くも痒くも無く

回復の時間だけ

でしたが、昨年の

９月から１２月

までの抗ガン剤

治療の期間が一

番辛かったです。

それでも転移す

ることなく、こう

して復帰出来た

ことは、支えてくれた家族や手術に携わって頂いた先

生方に感謝です。 

あともう少しロータリーで頑張って行きたいと思い

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

   ～ 卓話 （片岡 紀生 君） ～ 

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 2746例会 

令和 3年 11月 10日（水）  

     Ｎｏ．０６83 



 

入会式 

新会員  堀尾 鎮章 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 

 

 

上記５セット

贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん、こんばんわ。

はじめまして 堀尾と

申します。事業は鵜沼

でスーパーのヤマワを

営んでおります。よう

やく重い腰を上げ出席

しましたが、何分何も

分かりませんので、

色々教えて頂きたいと

思います。これから宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆出席表彰    管理運営 竹田 克成 委員長 

  ３６年  藤井 孝一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん、こんばんは。昨年秋のパークレンジャー活

動時に腰を痛めまして、作業中皆さんには『もう切り

上げても大丈夫だよ』とお声を掛けて頂いていたので

すが最後まで屈んでいたのがこの様に良くない結果

を生んでしまいました。 

私は１６年前に胃の全摘出手術をしたことにより、ビ

タミン C・D が摂れなくなり、その為骨粗しょう症に

よる圧迫骨折で骨が欠ける結果となりました。半年前

から月に一度良い注射を打つようになり、ようやく楽

になってきたので、事務所と自宅を行き来しておりま

した。そして本日久々に例会に参加する事が出来まし

た。これからは出来るだけ参加していきたいと思って

おりますのでどうぞ宜しくお願いします。 

 

 



１０月度 親睦ゴルフ表彰 

（１０月１８日 ぎふ美濃ゴルフ倶楽部にて開催） 

優  勝 ： 小林 幹男 君 

準優勝  ： 片岡 紀生 君 

３  位  ： 小島 博彦 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコボックス報告   苅谷 伊 Ｒ財団副委員長 

後藤 健介 会長   本日の卓話、片岡さん宜しく

お願いします。堀尾さん、入会おめでとう御座います。

今後も宜しくお願いします。 

松井 雅史 幹事   先日のパークレンジャー活

動、お疲れ様でした。出席出来ずすみませんでした。

Ｅクラブのネットメーキャップをする予定です。 

金武 峰之 副幹事  皆さん、こんばんは。堀尾さ

ん、入会おめでとう御座います。藤井さん、３６年素

晴らしいですね。おめでとう御座います。片岡さん、

卓話宜しくお願い致します。 

左高 洋 会長エレクト  寒くなってきました。皆

さん、体調管理には気を付けましょう。 

小島 博彦 直前会長   片岡さんの卓話、楽しみ

です。 

藤井 孝一 君   皆さん、お久し振りです。腰痛

が少し良くなりました。大変ご迷惑をかけましたが、

これからは例会へ少しずつ出席するようにしますの

で宜しくお願いします。又本日は、皆出席３６年の表

彰を７ヵ月遅れで頂きました。有難う御座いました。 

横山 隆一郎 君   無言 

小林 幹男 君   本日の卓話、片岡さん宜しくお

願いします。楽しい話を聞かせて下さい。 

片岡 紀生 君   寒くなってきました。 

可児 昌則 君   やっと全身浴、お医者の許可が

出ました。 

大野 広 君    遅れてすみません。 

永田 和弘 君   コロナが明けて皆が居る例会

は嬉しいですね。本日は宜しくお願いします。 

堀尾 鎮章 君   本日初めてロータリーに参加

しました。宜しくお願いします。 

苅谷 伊 君    藤井さん、３６年素晴らしいで

すね。おめでとう御座います。先週東京で、第１回全

日本カーラッピング選手権を主催者として開催しま

した。大盛況でした。 

 

卓 話             片岡 紀夫 君 

 皆様、こんばんは。

本日は後藤会長の命

により自己紹介を兼

ねた卓話をお願いし

ます、との事で内容

は何でも良いとのお

墨付きですが、何分

口下手なうえに３０

分も皆様の貴重なお

時間を拝借するのは

如何にも勿体ない気

が致します。由って適度に終わる事でご容赦下さい。 

 私は各務原かかみのロータリークラブに在席をし

ておりましたが、止む無き事情により当クラブにお世

話になる事となりました。名前は、片岡 紀生と申し

ます。生年月日は昭和２０年４月１５日。生誕地は、

中国山東省済南市です。時期的には終戦間際になりま

す。その後の引き上げで三重県熊野市有馬町で育ちま

した。各務原市へは４３年前に越してきました。知り

合いは誰もいない町でした。左高君のお父さんには随

分とお世話になり、今の私があります。左高君が次年



度会長職の際には、是非何かお役に立てれば良いなと

思っております。洋君とは何か縁を感じています。そ

の様なわけで多少年期が入っておりますが、どうぞ皆

様仲良くして下さい。宜しくお願いします。 

 

盲導犬募金箱についてのご説明 

本日ご出席頂きま

した会員の皆様に

は、盲導犬募金箱

をお持ち帰り頂き

ました。 

盲導犬募金とは、

毎年各務原市が福

祉フェスティバル

の一環として行っ

ているものです。

コロナの影響で近年開催しておりませんが、毎年９月

に開催しております。そこで来年９月開催に向け皆様

の各事業所にこの募金箱を設置して頂きまして、８月

の例会時にお持ち頂けたら良いなと思っております。 

どうぞ宜しくお願い致します。 


