
 

 

 

 

 

 

 

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            

     ２０２2年 3月 23日（水） 

１）   卓話 

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

     ２０２2年 4月 13日（水） 11：00～ 

１）  春の防犯パトロール活動 

               場所 ： 各務原市民会館 第 2駐車場 

     会員総数 28名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回   3月 9日   補正後出席率       48.15% 

   前々回   1月 13日  補正後出席率      76.92％ 

 

司会進行                金武 峰之 副幹事   

会長挨拶                      後藤 健介 会長 

 皆さん、こんばんわ。本日は久しぶりの例会となります。

まん延防止も延長され本日の例会も開催をするか否か、

理事会で多く議論した結果開催する運びとなり、予想以

上に多くの皆様にご参加頂き誠に有難う御座います。 

 世界情勢で見ると予想していなかった事態がロシア、

中国で勃発しております。日本もいずれ何かしらの試練

が訪れるのではないかと個人的に感じております。その

為に自分で出来る範囲の事はしておこうと、細やかなが

ら食料の備蓄等予想出来る事を事前に対応しておこうか

と準備に駆られているところです。 

先週も子供が大阪に居ますので、保護者懇談会のため

に出向きましたが、途中高速道で戦車が日本海側に向か

って列をなして移動している光景を見ました。日本海側

に陸自、沖縄に空軍が集結しているとニュースで見ます。

マスコミの報道を見ますと日本には影響はないかのよう

に感じられますが、動きは結構シビアな現状ですので、

皆さんも予想できる範囲内の事は対応された方が良い

のではないかと思い本日お話させて頂きました。 

 それでは本日の例会、卓話となっております。藤井さん

どうぞ宜しくお願い致します。又、来週も卓話となってお

ります。そして 4 月１３日は、毎年恒例の春の防犯パトロ

ール活動になります。沢山の方のご参加をお願い致しま

す。 

 

3分間スピーチ                小林 幹男 君 

 皆さん、こんばんわ。お久しぶりです。 

   ～ 卓話 （藤井 孝一 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 2751例会 

令和 3年 3月 9日（水）  

     Ｎｏ．０６88 



私事ですが、また痛風に

なりまして。治ったと思っ

たらまた直ぐ痛風になって、

例のごとく右足の親指の

関節、根本の辺りですが。

痛い思いをしてもゴルフ

は行っておりました。 

最近治って来たと思った

ら今度は親指の爪が剥が

れ、そして短くなってきた爪が今度は巻き爪になり、右足

の親指ばかり攻撃されている状態が何週間も続いてい

る状態です。 

世の中はこの様な情勢で皆さん、お家でゆっくり過ごし

て見えるかと思いますが、身体には気を付けてお過ごし

下さい。 

 

皆出席報告        管理運営 竹田 克成 委員長 

 

山田 昭仁 君  

   15年 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦ゴルフ表彰  

1月親睦ゴルフ表彰 

（1月 26日 ぎふカンツリー倶楽部にて開催） 

優  勝 ：   横山 浩之 君 

準優勝 ：   松久 茂彦  君 

3   位 ：   千葉 臨  君  

 

 

 

2月親睦ゴルフ表彰  

（2 月 24 日 ぎふカンツリ

ー倶楽部にて開催） 

優  勝 ： 後藤 健介 君 

準優勝 ： 河野 春男  君 

3   位 ：山田 昭仁 君  

 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

Ｒ財団表彰               金武 峰之 副幹事 

※ ベネファクター表彰 

   この度は、後藤 健介 様よりロータリー財団へ 

   惜しみないいご寄付を頂き、ロータリー財団管理 

   員会に代わって感謝の気持ちをお伝えし、ここに 

   認証状をお渡し致します。又、ロータリー財団の 

   恒久基金に寛大なご支援をされた事への感謝の印 

   として、特別なピンを贈呈いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ベネファクター表彰 ： 後藤 健介 会長  

                     （1，000 ドル寄附） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ポールハリスフェロー表彰 ：   藤井 孝一 君 

                        可児 昌則 君  

累計４，０００ドル寄附 サファイア 3つのラペルピン贈呈 

 

 

ニコボックス報告              小島 博彦 君 

・ 後藤 健介 会長   本日、卓話宜しくお願いします。 

・ 左髙 洋 会長エレクト  また今日から宜しくお願い

します。 

・ 金武 峰之 副幹事  皆様お久しぶりです。お元気な

お顔が見られて嬉しいです。藤井さんのお話し楽しみで

す。 

・ 藤井 孝一 君  本日久し振りに卓話させて頂きます。 

・ 平井 正晴 君  久し振りの例会楽しんで行きましょ

う。 

・ 可児 昌則 君  お久しぶりです。お休みが多いと調

子が狂います。 

・ 片岡 紀生 君  皆様、こんばんは。久し振りの例会

お変わりありませんか。 

・ 小林 幹男 君  本日卓話。藤井さん宜しくお願いし

ます。 

・ 山田 昭仁 君  お久しぶりです。 

・ 竹田 克茂 君  藤井さん、卓話宜しくお願いします。 

・ 大野 広 君   久し振りの例会です。皆さんお元気

でしたか。 

・ 永田 和弘 君  皆さん、ご無沙汰しております。コロ

ナにウクライナと色々な事がありますね。皆さん、お身体

に気を付けましょう。 

・ 小島 博彦 君  先週3回目のワクチンが完了しまし

た。 

 

卓 話                      藤井 孝一 君 

 皆さん、こんばんわ。

本日は久しぶりの卓話

という事でこの様な機会

を与えて下さった後藤

会長、そして皆さん有難

う御座います。本日は、

皆出席 36 年とロータリ

ークラブという題目でお

話をさせて頂きますが、

内容は私的な事になる

かと思いますが予めご

了承頂きます様お願いします。 

 ロータリークラブの 4 大奉仕の一つ、職業奉仕につい

てお話をしたいと思います。皆さん、ロータリークラブに

入会された時に研修等でロータリーの歴史を学ばれたか

と思いますが、改めて復習の意味でお話をさせて頂きま

す。 

各務原ロータリークラブは、昭和 38年 4月 1 日が創立

記念日で今年が 60年目という事で、後藤会長が奮起さ

れているかと思います。そういう意味では歴史あるクラブ

だと思います。 

ロータリークラブは、1905 年 2 月 23日にアメリカのシ

カゴで始まり、今年で 117年を迎えます。当初は、ガスタ

ーバス・ローア（鉱山技師）、ハイラム・ショーレー（服の仕

立て屋）、ポール・ハリス（弁護士）、シルベスター・シール

（石炭商）の 4 人で始めました。クラブ名も「ブースター

（Ｂｏｏｓｔｅｒ）」という名前でした。ブースターとは、協力者、

後援者、電圧を高める昇圧機という意味合いになります。

そしてその後「ロータリー（Ｒｏｒｔａｙ）」に改名されました。

特徴的なことは、役職を 1年毎に交代するという事で、当

時にしてはとても英知があったのではないかと思います。

なぜなら同じ人が何年も同じ役職につくという事は良い



事もありますが、弊害が出る事もあります。 

又、ロータリーは奉仕活動を主としており、職業奉仕、ク

ラブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕の四つを掲げています。

今は青少年奉仕も加わりましたが、中でも職業奉仕を一

番としています。１９０５年は、第一次世界大戦後で大変

不況だった為、お互い助け合いましょう、と言う事でポー

ル・ハリスが中心となり創設したのが始まりです。 

職業奉仕に因んで私事では御座いますが、少しお話しを

させて頂きたいと思います。当クラブは昭和 38年4月 1

日に30名程で発足したクラブです。そして私が入会した

のは昭和 59年 6月です。クラブ発足 21年目に入会を

し、今年で 38年になります。何故 6月に入会したかと言

いますと、どうしても今期中にもう一人入会させなければ

ならない、と言う事で急遽 1 か月分の会費を支払い入会

する事となりました。そして昨年遅ればせながら皆出席

36年のバッジを頂く事となりました。1年誤差があります

のは、胃の手術で 3 か月程欠席をし、病欠申請を辞退し

た為 1年違う事になります。本日は前回頂きました36年

のバッジを付けて参りました。これは私にとっての勲章で

す。私は建築設計の仕事をしており、25歳の時に岐阜に

戻り、大手の事務所に入りました。丁度高度経済成長期

に差し掛かった時期で、朝早くに出勤し夜中に帰宅する

生活でした。結婚したばかりでしたので大変奥さんに怒

られ、40 歳前頃には身体が疲労感に覆われた為、個人

事務所を立ち上げ自分で始める事になりました。 

その当時、横山兄弟の先生で横山耳鼻咽喉科の横山 

迪 夫
みちお

先生と、横山病院の横山 郁郎
いくお

先生がみえました。 

迪夫先生の息子の善成君とは、小学校と高校の同級生

で、設計は前の事務所で管理は自分でと言われましたが、

独立して間もない頃は仕事がほとんど無い状態でした。

その様な時に迪夫先生に、「藤井君、これからは知り合い

その他増やしていかなければいけないよ、ロータリークラ

ブというのがあるがどうかな」と、声を掛けて頂きました

が、未だ態勢も整っていない為少し（2～3 年）待って頂

き、昭和 59 年に入会する運びとなりました。仕事も徐々

に増えてきた頃、郁郎先生に宿舎の設計を頼まれました。

とても狭い場所でしたので、ビルトインタイプで 1 階部分

に駐車場を、そして2階を宿舎にし、雨が降っても濡れな

い様に設計しました。女性専用の宿舎でしたので、出入

り口も道路沿いからは見えない様工夫をし、気に入って

頂けたのではないかと思います。そういった事で本当に

横山兄弟の先生には大変お世話になりましたので、今後

は会員の方や知り合いの方へは特徴のある事、良い仕

事をしていかなければいけないと思いこれを念頭にやっ

て参りました。 

その後も色々な事が御座いました。 

私が 43 歳で入会した頃、各務原ロータリークラブの会

員数は 60 名程でした。その後 7～8 名と一緒の時期に

入会しましたので 70 名弱になり最終的には 80 名程に

までなりました。岐阜東ロータリークラブが未だ無かった

ので、岐阜市の東側（駅前、岐南町）の方が半分、各務原

で半分でした。その後東クラブが発足したので 30 名程

になりましたが、会員増強で会員及びクラブを増やすと

言う事で、約 10 年後に各務原中央ロータリークラブ、各

務原かかみのロータリークラブが出来ました。 

2630 地区でも、当時は 5，000 名越の会員数でした。

今では随分会員数も減り 3，000 名程ではないでしょう

か。 

私が未だ新人の頃に、初めて高校生の大会を引き受け

ると言う事がありました。場所は少年自然の家で泊りで

ありましたが、当時未だ若かった為私が泊りの担当にな

りました。しかし夜中、生徒が 4～5人抜け出して一晩中

探しましたが何処にもいなくて大変な思いをしました。結

果一晩中倉庫の隅で集まっていたそうですが、その後も

何かと体を使う行事には駆り出されたのを覚えています。 

各務原ロータリークラブの功績の一つとして、交換留学

生のお世話をしている点です。後藤ひよこの後藤 悦男

さんが、この2630地区で最初に交換留学生を唱えた方

です。外国からの留学生を今迄に沢山お世話してきまし

た。クラブの中よりも外の評価が大変良く一躍各務原ロ

ータリークラブは有名になりました。皆さんもこれに関し

ては胸を張って下さい。 

私は、会員の方々に大変お世話になりましたので何か恩

返しがしたいと思い、当時保険会社の方が見えましたの



で幾つか保険に加入もしました。そしてお互い会員同士

で助け合いましょう、という精神でやって参りました。 

ロータリークラブに入って４０年近くなりますが、奉仕活

動とは自分で仕事をして人を雇い税金を支払い、そして

社会に貢献するという事が第一だと思います。 

会員の数は 3 分の 1 にまで減り以前の様な面影はあり

ませんが、数ではないと思います。クラブの活動する内容

が大事なのではないかと思います。 

ローターアクトの委員長をしていた当時、桜の苗木や蘇

原の自然公園に樹木の植栽をしました。又市民公園付近

には街頭を設置しました。当時は随分議論した内容です

が、社会に恩返ししたいと思って活動してきた事が今も

形になって残っていると言う事は嬉しいです。 

最後に、私がガバナー補佐をして 15年程経ちますが、東

海北陸道グループでは未だガバナーが出ておりません。

皆さん是非ガバナー補佐を経験し、ガバナーになって頂

きたいと思います。 

後、私がクラブに入った当時先輩方に、「藤井君、ロータ

リークラブは政治と宗教の話はダメだからな。」と教わり

ました。なるほどな、と思いました。様々な分野の職業人

が集り、私利私情も違うためです。 

これまで皆さんは守られてきているので、今後も是非守

って頂きたいと思います。 

私的な話が多く申し訳御座いませんが、今後もロータリ

ーを頑張って続けていきたいと思います。今後も宜しくお

願いします。ご清聴有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 


