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各務原ロータリークラブ
国際ロータリー第２６３０地区

２０２1－２０２2 年度

東海北陸道グループ

国際ロータリー会長
シェカール・メータ（インド）
例会日 ： 毎月第 2・第 4 水曜日
場 所 ：
会

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

第 2756 例会

長 ： 後藤 健介

令和 3 年 5 月 25 日（水）

副会長 ： 横山 浩之

Ｎｏ．０６93

幹

事 ： 松井 雅史

会

報 ： 藤井 孝一／松原 竜二
２０２2 年 6 月 22 日（水） 18：30～
１） ６０周年記念事業及びフィナーレ例会
場所 ： 都ホテル 岐阜長良川 ２階 ボールルーム
２０２2 年 6 月 23 日（木） 9：00～
２） 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

前々回

5 月 23 日

補正後出席率

51.72%

5 月 11 日

補正後出席率

51.72%

～ ガバナー補佐 クラブ最終訪問 ～
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。本日はがバナー補佐クラブ最

先日、東海北陸道グループのゴルフコンペが鷲ヶ岳
高原ゴルフ倶楽部にて開催されました。ガバナー補佐
をはじめご参加頂きました皆様、お疲れさまでした。

終訪問及びクラブアッセンブリー例会ということで、 当日スタートホールから旅館が火事で、1 番ホールか
お忙しい中又暑い中お集まり頂きまして誠に有難う

ら煙が立ち込める中、又消防車が来る中のスタートで、

御座いました。村下ガバナー補佐も遠いところお越し

この様な状態で回れるのか大変不安でしたが、今こう

頂きまして有難う御座いました。

して無事お会いできたことに感謝しております。

昨年までは、市内に３ロータリークラブありましたが

本日この後、村下ガバナー補佐よりお話をして頂きた

今期より１クラブとなり会員増強に力を入れてまい

いと思います。まだまだ分からない事が沢山あるかと

りました。結果今期かかみのロータリークラブから２

思いますので、質疑等して頂き有意義な時間をお過ご

名、新会員が３名入り、そして来期より新会員が２名

しください。どうぞ宜しくお願い致します。

入ることが決まりました。そこでクラブの中の活動に
ついて後程、村下ガバナー補佐よりご教示頂きたいと
思います。どうぞ宜しくお願い致します。

３分間スピーチ

永田 和弘 君

ニコボックス報告

皆さん、こんばんわ。

小島 博彦 君

本日市から届いた報告
になりますが、コロナの

・

後藤

健介

会長

ワクチンについて３回

村下ガバナー補佐、本日

目の接種は２回目接種

は宜しくお願いします。

後５ヵ月で接種可とな

藤井さん、可兒さん皆出

りました。また新たにメ

席おめでとう御座います。

ッセンジャーＲＮＡワ

・ 松井 雅史 幹事

先日、東海北陸道グループ

クチンと、組み換えタン

の幹事会旅行があり、後藤会長と金武副幹事と参加し

パクワクチンが打てるようになりました。ノババック

ました。久しぶりに楽しい夜でした。

ス製のワクチンは岐阜の県庁へ申請をすると総合医

村下様、本日は宜しくお願いします。

療センターで予約を取ってくれて新しいワクチンが

・ 金武 峰之 副幹事

接種できるそうです。実際のところは未だ分かりませ

ガバナー補佐、各務原ＲＣへお越し頂き誠に有難う御

んが、あえてどちらがいいかというと組み換えタンパ

座います。藤井さん、可兒さん皆出席おめでとう御座

クワクチンの方が、抗体が長続きしてくれるのではな

います。清水さん、改めてご入会おめでとう御座いま

いかと思います。今までと違う副作用の少ないワクチ

す。今後とも宜しくお願いします。

ンが出始めてきましたので、皆様検討のほど宜しくお

・ 左高 洋 会長エレクト

願いします。
「ラゲブリオ」や「パキロビッド」等コロ

めでとう御座います。

ナの飲み薬も市場に出回ってきました。もうそろそろ、 ・ 横山 隆一郎 君

皆様、こんばんわ。村下

会長、ゴルフ優勝お

村下ガバナー補佐、ようこ

コロナになってもお薬で治るという時代がやってき

そお越し下さいました。宜しくお願いします。

たように感じます。

・ 藤井 孝一 君

村下ガバナー補佐をお迎えし

ました。宜しくご指導ください。３７年、皆出席の表
委員会報告

管理運営 竹田 克茂 委員長

彰有難う御座います。
・ 平井 正晴 君

皆出席報告

村下ガバナー補佐、本日は宜

藤井 孝一 君

３７年

しくお願いします。又、一年間お疲れさまでした。

可兒 昌則 君

３３年

・ 可兒

昌則 君

村下がバナー補佐、ようこそ。

もうすぐ終わりですね。お疲れさまでした。
・ 片岡 紀生 君

村下ガバナー補佐、本日は有

難う御座います。又、一年間お疲れさまでした。
・ 小林 幹男 君

村下ガバナー補佐、本日は宜

しくお願いします。
・ 竹田 克茂 君

村下ガバナー補佐、ようこそ

お越しくださいました。
・ 河野 春男 君

村下ガバナー補佐、ようこそ

各務原ＲＣにおいでくださいました。有難う御座いま
す。
おめでとうございます！

・ 大野 広 君

村下ガバナー補佐、一年間お世

入会式

話になりました。
・ 永田 和弘 君

新会員

清水 裕治 君

初めまして、各務原市で足
村下ガバナー補佐、本日は宜

場事業とアドブルー事業を

しくお願いします。汗臭い洋服で来てしまい申し訳あ

やっております清水

りません。

です。分からないことばか

・

松久 茂彦 君

・ 清水 裕治 君

裕治

メダカが卵を産みました。

りでが、皆様どうぞ宜しく

色々と分からない事だらけで

お願い致します。

すので、皆様宜しくお願いします。
・ 小島 博彦 君

村下ガバナー補佐、本日は有

難う御座います。
小島さん、本日も、ニコボックス報告をして
頂きまして有難うございました。

５月 親睦ゴルフ 結果発表
（５月２３日（月）東海北陸道グループ クラブ対抗
ゴルフコンペ

鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部

優

勝：後藤 健介 会長

２

位：金武 峰之 君

３

位：大野 広

にて開催）
ご挨拶

東海北陸道グループ ガバナー補佐
村下 殉刑 様

君

改めましてこんば

おめでとうございます！

んわ。日頃から東海北
陸道グループの活動
にご協力を賜りまし
て心から感謝致しま
す。
又先日の東海北陸道
グループの親睦ゴル
フにも多くの方がご
参加を頂きまして有
難う御座いました。各務原ＲＣは、ゴルフの腕がたつ
人が多いと伺っておりましたが、正しく青年部では後
藤会長が優勝をし、その他多くの方が良い成績を収め
られ、会を盛り上げて頂き有難う御座いました。
松尾芭蕉の俳句の中で、「麦の穂をたよりにつかむ
別れかな」という俳句があります。これは、
「わが身の
力草に麦の穂を掴んで別れの辛さを耐える」と言う事
だそうです。

丁度１年前私は、次期ガバナー補佐予定者という事で、 この君が代の歌詞は、西暦９０５年に創業された古今
向かう一年の険しさ、遠さを感じましたが、振り返る

集に収録された歌が基になっているそうです。平安時

一年はあっという間でした。

代には、詠み人しらずの古い歌と言われている、と記

コロナ禍でクラブの奉仕活動が、そがれた部分が多々

されていました。

ありましたが、その半面新たに活動を見直すきっかけ

この中の「さざれ石」は、岐阜県揖斐郡揖斐川町

であり進歩だったのではないでしょうか。

春日村河合にあります。額川の源流に位置しており、

先程会長のご挨拶の中に「ご指導」とありましたが、 伊吹山のふもとにあります大きな自然公園の「さざれ
そのようなおこがましいものは一切御座いません。

石公園」に日本の国旗と一緒に設置されています。

例会というのは楽しく、また行きたいなと思うような

この「君が代」は明治１３年１０月２５日に初めて日

感覚で和気あいあいあいと楽しくしする事が一番良

本の国歌として歌われました。それから今日に至るま

いのではないでしょうか。

で長く国民に親しまれてきましたが、法律として正式

今回がガバナー補佐訪問が最後ということで、最後

な位置づけがされてませんでした。そこで、平成１１

にふさわしく、このことだけはお伝えしたい一つに

年８月１３日に正式に制定されました。

「君が代」を挙げたいと思います。日本の国歌にもあ

これで、私のガバナー補佐として最後のくくりとさせ

ります様に一番身近なものですが、意味はあまり知ら

て頂きたいと思います。一年間ご協力頂きまして深く

ておりません。そこで外国の国歌も調べてみますと、” 感謝いたします。私の気持ちの上では、麦を掴むかの
戦争”
”血”
”敵”といった戦闘イメージが強い国歌が

様な想いで亀井次期がバナー補佐予定者へバトンを

多くありました。

渡す事になります。皆様の益々のご健勝ご活躍と、各

アメリカの国歌は「星条旗」で「砲弾の赤い光をまと

務原ロータリークラブの益々の繁栄発展をご祈念致

い空中で破裂する」

しまして簡単ではございますがくくりの挨拶とさせ

イギリスの国歌は、
「敵を蹴散らし潰走させ、姑息な

て頂きます。有難うございました。

罠をも打ち破り」
フランスの国歌は、
「血染めの旗が翻る、
・・・武器を
取るのだ、我が市民よ！」
中国の国歌は、
「いざ立ち上がれ・・・我らの血と肉を
もって・・・敵の砲火に立ち向かうのだ！」
この様に戦闘ムードが生々しく表現された国歌と言
えます。それに比べ日本の国歌「君が代」は、男女が
お互いに尊敬しあい共に結束を元に沢山集まり行き
ましょう、そして「千代に八千代に」は、千年も何千
年も、
「さざれ石の巌となりて」は、小さな小石でも沢
山集まれば強く大きくなる、
「苔のむすまで」は、苔は
濡れたところに生えますので、常に新しいものが生み
出されるという事で、子孫繁栄で古いものは土となり、
新しいものが繫栄していきましょう、この様な意味な
のです。外国の国歌とは比べ物にならないくらい、温
かみもあり平和でとても美しい国歌です。

