
 

 

 

 

 

 

 

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 6月 23日（木） 9：00～ 

１）  パークレンジャー活動 

               場所 ： 各務原市民公園 南東部花壇 

     ２０２2年 7月 10日（日） 11：30～ 

２）  かかみの音楽演奏会 

               場所 ： プリニーの市民会館 

     会員総数 28名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回   6月 22日  補正後出席率       82.76% 

   前々回   5月 23日  補正後出席率       51.72% 

 

式典 司会進行        金武 峰之 副幹事

点  鐘            後藤 健介 会長 

国歌 斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

開式の辞      管理運営 竹田 克茂 委員長 

会長挨拶            後藤 健介 会長 

 皆さん、こんばん

は。本日は、浅野市長、

村下ガバナー補佐を

はじめ会員の皆様、お

忙しい所各務原ロー

タリークラブ創立６

０周年記念式典に、ご

列席賜り誠に有難う

御座います。本日は未だコロナ禍と言う事で、規模を

縮小して開催致しますのでご了承の程宜しくお願い

致します。 

各務原ロータリークラブは、１９６３年６月１２日、

スポンサークラブ岐阜南ロータリークラブ様のご尽

力により、創立会員２７名、県内１４番目のクラブと

して発足し、お陰をもちまして本日ここに６０周年の

記念すべき日を迎える事が出来ました。これも偏に諸

先輩方のお陰と感謝し、その伝統の重たさをひしひし

と感じております。 

高校生との交流活動、海外の交換留学生の受け入れ、

スポーツの普及を促進する為にスポーツ少年団への

寄付事業、市や地域社会との交流等様々な活動を行っ

て参りました。先輩方が行ってきた活動は今も色々な
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形で引き継いでおり、こうした歴史を大変誇らしく思

います。５０周年記念事業から早１０年、時代は大き

く変化しております。２０２０年開催予定の東京オリ

ンピックは、新型コロナウイルスの世界的な感染によ

り延期となり、世界各国の往来禁止、昨今では県をま

たぐ事も禁止といった非常に多くの制限の中、世界的

経済の停滞、北朝鮮問題、戦争や紛争、そして様々な

環境問題が世の中を一変しました。国内においても人

口の減少、高齢化問題、日本社会の構造変化を背景に

地方の疲弊が大きな社会問題となりました。私たちロ

ータリークラブも各務原に３つのクラブがありまし

たが、２つのクラブがなくなりました。しかし、皆様

方のご協力により新しい会員が５名増え来期も１名

入る予定です。 

今６０周年は各務原市役所新庁舎完成に伴い、新庁舎

駐車場に外灯を寄贈する運びとなりました。外灯はた

だ外を照らすだけではなく、町の安全を見守り各務原

市を、そして人の心をいつまでも明るく照らす外灯に

なると信じております。 

今後も大変厳しい社会情勢の中、ロータリーの理念を

大切にしながら奉仕活動を行い、地域から信頼される

クラブを目指し後世に繋いでいきたいと思います。 

最後になりますが今後とも皆様の更なるご指導、ご鞭

撻のほどを何とぞお願い申し上げます。結びに、皆様

方の益々のご繁栄を祈念いたしまして挨拶とさせて

頂きます。 

 

来賓ご祝辞       浅野 健司 各務原市長 

 皆さん、改めまし

てこんばんわ。本日

は６０周年記念式典

ということで、メン

バーの一人として参

加できた事に嬉しく

思います。先程、後

藤会長の挨拶で各務

原ロータリークラブの歴史をお話頂きましたが、スタ

ート時は２７名の会員で、早６０年が経過をしたとこ

ろです。その間２つのロータリークラブが解散等とい

うことで、会員の減少は大きな課題でしたが今期終わ

りには３０名と、当時山田さんが掲げた目標を達成す

ることが出来、有難うございます。市内の団体におい

ても会員の減少は、大きな課題となっております。一

つの団体は、スタート時が８０名だったのが今では１

０数名しかいない団体もあります。各務原市も来年、

市政６０年を迎えます。人口減少、少子高齢化は大き

な課題で、各務原市でも既に始まっています。人口が

一番多かった２０２１年には、１５万人弱でしたが、

現在は１４万７千人程です。少子化につきましても、

小さな小学校が一つ無くなってしまう程の減少傾向

にあり、これもまた大きな課題となっております。し

かし、人口減少率に表しますと県内４２市町村の内５

つの市町村のみ増加傾向にあり、残り３７の市町村は

全て減少傾向にあります。その中でも減少率数は一番

少ない所で留まっております。今後もこの様に緩やか

な曲線の状態で人口減少率を維持していく事が大き

な課題であります。 

本日は６０周年という事で、１０年前の５０周年記念

時に横山さんから「健ちゃん、車を用意して欲しい」

「何の車ですか？」「５０周年記念に市へ移動図書館

を寄贈する」といったお言葉を頂いた事が記憶に新し

いところですが、あれからあっという間の１０年でし

た。人間に例えると丁度還暦を迎えたことになります。

人生１００年時代と言われている中において、今後各

務原ロータリークラブが一致結束をし、先ずは１００

年、そして１２０年の大還暦を目指す心意気を以って

皆様方の活動に期待をしているところです。 

市行政としても色々な形で協力をしながら、更なる各

務原市の発展に努めて行きたいと思いますので、今後

も多大なるお力添えとアドバイスをお願い申し上げ、

結びになりますが各務原ロータリークラブの益々の

飛躍発展、そして皆様方のご活躍を御祈念致しまして

私からのお祝いの言葉とさせて頂きます。本日は誠に

おめでとうございます。 



来賓ご祝辞  東海北陸道グループ ガバナー補佐 

                村下 侚刑 様 

皆さん今晩は。た

だ今ご紹介にあずか

りました今年度東海

北陸道グループ ガ

バナー補佐を務めて

おります美濃クラブ

所属の村下でござい

ます。 

本日は各務原ロー

タリークラブ創立 60周年記念事業挙行にあたり誠に

おめでとうございます。昨年の 10月頃からコロナの

感染も急に減少し 3年ぶりにコロナのない新年を迎

えられようかと思えたのですが、再び 6波となるオ

ミクロンが年明けと共に発生しましたが、落ち着き

を取り戻し限定的な注意と緩和された昨今でありま

す。 

さて、今年度シェカール・メータ RI会長は「奉仕

をしよう みんなの人生を豊かにするために」とさ

れました。「誰かのために生きてこそ、人生には価値

があるのです」と言われました。これを受けて浦田

ガバナーは地区方針を「つねに超我の奉仕を胸に」

とされました。自己成長の志しを持つ職業人が集い

他人の事を第一の考え、自己の事は第二に、そして

友愛の精神で会員は広く結ばれ懇親を深める会員

は、集い互いに研鑽し奉仕のエネルギーはそこから

活動へと繋がる。つまり、私達ロータリアンとして

個々の資質を高め地域に合った奉仕をする事で地域

社会と密接な関係を作る事になり、クラブの発信力

を高め魅力あるクラブが生まれるのであります。奉

仕活動は楽しさや学び、又感動ある親睦が求められ

ております。まさに各務原ロータリークラブさんは

積み重ねて来られた実りある 60年間の奉仕活動を通

し、高め合いや学びによる功績をふまえ、迎える 70

周年 80周年に向け価値評価を決めるんだという覚悟

をもとに益々繁栄発展されます事と本日お集りの皆

様の益々のご健勝ご活躍を心からご祈念申し上げま

して、お祝いの言葉とさせて頂きます。 

 

記念品 目録贈呈 

各務原ロータリークラブ ６０周年記念及び各務

原市役所 新庁舎設立記念と致しまして記念品を

授与致します。 

 

閉会の言葉         横山 浩之 副会長 

本日は浅野 健司 市長、

村下ガバナー補佐、お忙

しい中ご列席賜りまし

て有難う御座いました。

諸先輩方が築きあげて

こられた６０回目の誕

生日という事で、本日を

迎えることが出来まし

た。今後その先輩方が築

きあげてこられた歴史

をしっかり気持ちに刻みつつ、尚且つ今の時代にあっ

た形で、新たな先進クラブとして各務原ロータリーク

ラブが進めていけたらと思っておりますので、今後も



皆様の一致団結をお願いしたいと思います。 

以上をもちまして各務原ロータリークラブ 創立６

０周年記念式典を閉会いたします。有難うございまし

た。 

 

祝宴 司会進行  管理運営 竹田 克茂 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

乾 杯          横山 浩之 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御祝い  

傘 寿 の 御 祝 い    

藤井 孝一 君 

 

 

 

横山 隆一郎 君 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆出席報告 

２５年  片岡 紀生 君、 

 ４年  小島 博彦 君、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコボックス報告  Ｒ財団 岩田 依子 委員長 

後藤 健介 会長  本

日は宜しくお願いします。 

松井 雅史 幹事  村

下様、ようこそ。一年間お

疲れ様でした。後藤会長も

一年間お疲れ様でした。 

 



・ 左高 洋 会長エレクト  後藤会長、一年間お

疲れ様でした。 

・ 金武 峰之 副幹事  後藤会長、一年間お疲れ

様でした。各務原ＲＣ、６０周年めでたいですね。

来期、左高会長 宜しくお願い致します。 

・ 横山 浩之 副会長  創立６０周年、バンザイ 

・ 藤井 孝一 君  傘寿のお祝い、有難う御座い

ます。今年、満８１歳になりました。人生１００

年時代を目指して頑張ります。 

・ 横山 隆一郎 君  ６０周年迎えられた事、嬉

しい限りです。 

・ 千葉 臨 君  ６０周年おめでとう御座います。

中々出席出来ませんが、宜しくお願いします。 

・ 平井 正晴 君  後藤会長、役員の皆様一年間

お疲れ様でした。又クラブ創立６０周年、更なる

発展を祈念します。 

・ 山田 昭仁 君  創立６０周年、バンザイ 

・ 大野 広 君  後藤会長、松井幹事、一年間お

疲れ様でした。 

・ 河野 春男 君  後藤会長、一年間お疲れ様で

した。左高新会長、７月から宜しくお願いします。 

・ 竹田 克茂 君  後藤会長、一年間お疲れ様で

した。 

・ 小林 幹男 君  各務原ロータリークラブ、６

０周年おめでとう御座います。後藤会長、一年間

お疲れ様でした。 

・ 小島 博彦 君  後藤会長、一年間お疲れ様で

した。左高新会長、一年間宜しくお願いします。 

・ 片岡 紀生 君  昭和３７年生まれの６０歳 

還暦おめでとう御座います。益々元気に楽しみま

しょう。 

・ 可児 昌則 君  創立６０周年に参加出来まし

た。 

・ 森田 大策 君  後藤会長、一年間お疲れ様で

した。 

・ 松原 竜二 君  ６０周年おめでとう御座いま

す。 

・ 堀尾 鎮章 君  ６０周年おめでとう御座いま

す。後藤会長、一年間お疲れ様でした。 

・ 清水 裕治 君  ６０周年おめでとう御座いま

す。 

 

役員バッジ引き継ぎ 

後藤 健介 会長より 左髙 洋 次期会長へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松井 雅史 幹事より 金武 峰之 次期幹事へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコボックス年間投函総額クイズ 

年間最多投函額 

後藤 健介 会長 

 

 

 

 

 

 



 

１位 小林 幹男 君 

  ２７６，５００円 

 

 

 

 

 

 

２位 堀尾 鎮章 君 

  ２７７，０００円 

 

 

 

 

 

３位 森田 大策 君 

  ２７３，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余興           パッチワークボーイズ 

ボーカル   岐阜中ＲＣ   渡辺 成洋 様 

リードギター 岐阜長良川ＲＣ 嶋崎 藤茂 様 

キーボード  岐阜東南ＲＣ  大野 英樹 様 

ベース    岐阜ＲＣ    所  洋士 様 

ドラム    岐阜加納ＲＣ  熊田  浩 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５９期 投函額合計 ２７５，５００円 でした。 

 

都ホテル 総支配人 

釜谷 祥成 様より 

お花を頂戴致しました。 

有難う御座いました。 

パッチワークボーイズの皆様、素敵な演奏を

有難う御座いました。 



２０２２年６月２２日（水） 

 

各務原市役所新庁舎建事業寄附贈呈式が市長応接室

にて執り行われました。 

 

各務原市ＨＰより抜粋 

よりよい新庁舎のために 

今回の寄附は、各務原ロータリークラブから申

し出があったもの。市が進める新庁舎建設事業

に対して行われました。 

この日、同クラブの後藤健介・会長らが市役所

を訪れ、「各務原ロータリークラブは今年で 60

周年を迎え、奉仕の精神で活動を続けてきまし

た。よりよい新庁舎となるよう寄附を活用くだ

さい」と述べ、寄附の目録を浅野市長へ手渡し

ました。 

今回の寄附金は屋外ポール灯の設置費用に充て

る予定。市長は、会長へ感謝状を手渡し、「新

庁舎の完成後は、これまでより来庁者が増える

と想定しています。安心を担う屋外ポール灯は

新庁舎に無くてはならないものです」とお礼の

言葉を述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月２４日 中日新聞に掲載されました 

 


