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各務原ロータリークラブ
２０２2－２０２3 年度

国際ロータリー第２６３０地区

東海北陸道グループ

国際ロータリー会長
ジェニファー・ジョーンズ（カナダ）
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

会

ＦＡＸ 〈０５８〉３８２－４７１９

長 ： 左高 洋

副会長 ： 小島 博彦
幹

事 ： 金武 峰之

会

報 ： 松原 竜二

第 2761 例会
令和 4 年 7 月 27 日（水）
Ｎｏ．０６98
２０２2 年 8 月 10 日（水） 19：00～

１） 外部卓話
場所 ： 産業文化センター2 階 第 4 会議室
２０２2 年 8 月 24 日（水） 19：30～
２） 外部卓話
場所 ： 産業文化センター4 階 第 3 学習室
会員総数 30 名（出席免除３名）
（2022.7.1 現在）
前

回

7 月 27 日

補正後出席率

59.26%

前々回

7 月 13 日

補正後出席率

40.74%

～ ガバナー補佐訪問及びクラブアッセンブリー ～
司会進行

金武 峰之 幹事

さんのような奨学生への教育支援を行っており、未来

会長挨拶

左髙 洋 会長

への投資というお話でした。今期、亀井ガバナー補佐

皆さん、こんばんは。本日はお客様を 4 名お迎えし
ておりますのでご紹介させて頂きます。東海北陸道グ

が所属している関ＲＣでは、画像動画編集機器を寄贈
し生徒の技術力を高める事をされるそうです。

ループ 2022-2023 年度 ガバナー補佐 亀井 髙利 様、 青少年奉仕に関連したお話になりますが、先日開催さ
ロータリー財団地区補助金奨学生 児玉 真子 様、新

れました「かかみの音楽演奏会」の後に、県大会があ

入会員 堀 広明 君、オブザーバー名古屋和合ロータ

り各務原市内中学校の吹奏楽部は、皆賞を取ることが

リークラブ所属 野内 良郎 様です。どうぞ宜しくお

出来たとの報告を未来文化財団の方より頂きました。

願い致します。

大変喜ばしいことで来年もこの事業を盛り立ててい

先日、地区のロータリー財団研修セミナーが ZOOM に

きたいと思いました。

て開催されました。その中でグローバル補助金、地区

ご挨拶

補助金のお話しを頂きました。補助金の内容としては、
人道支援であったり、本日お越し頂いております児玉

野内 良郎 様

皆さん、こんばんわ。私はペルークスコにあります
クラブにおります。93 年前に出来たクラブで、2027 年

にクラブ 100 年となります。日本のロータリーも昨年

により権力を手中に収めたのが、13 人中最も若かった

100 年を迎えられましたね。ペルーには、世界遺産マ

「北条義時」でした。頼朝の死後、もがき苦しむ頼家、

チュピチュ遺跡が有名ですが、この遺跡の下には村が

そして命を繋ぎたい実朝。義時は二人の叔父として懸

あり、この村を創った「野内 与吉」この人が私の祖父

命に幕府の舵をとることになりました。前回まででは、

で日本人初の村長をしておりました。祖父には先見の

御家人たちとの勢力均衡が崩れ始め、都では後鳥羽上

目が合ったのだと思います。

皇が動き始めるところまできました。後半戦楽しみに
現在私は、名古屋和合ロ

して頂きたいと思います。

ータリークラブでお世
話になっております。

近況報告

児玉 真子 様

今後の活動と致しまし

皆さん、こんば

て、ウクライナ展を開催

んわ。先ずは自己

します。ウクライナの子

紹介からさせて頂
きます。私は 1994
年に各務原市で産
まれ、名古屋市菊

供たちが描いた絵画、写

里高校、名古屋県

真をより多くの方に見

立芸術大学卒業後、

ていただく催しです。こ

2018 年 ロータリ

ちらで得た収益はザポ

ー クラ ブ地 区奨

リージャ州の子供達の

学 金を 得て ドイ

施設で使わせて頂きま

ツ に 留 学 。 2020

す。

年 フォ ルテ ピア
ノに出会い、2021

３分間スピーチ

藤井 孝一 君

年 から はフ ォル

皆さん、こんば

テピアノの本場オランダへ移りました。フォルテピア

んは。私は若い頃

ノとは、昔のピアノのことです。1700 年頃ピアノが発

から歴史好きで、 明されてから、1900 年現ピアノになるまでの間、約
大河ドラマもず

200 年間のピアノの進化の過程をフォルテピアノと言

っと観ています。 います。フォルテピアノの良さは、楽器のつくりが華
以前の大河ドラ

奢で、実際に作曲家が聴いていた響きがあり本物志向

マは、
「信長」
「秀

であることです。丁度私の身体にも華奢なピアノが合

吉」等歴史に基づ

っており、素晴らしい出会いだと感じました。又フォ

いた話が多かったのですが、現在は人間関係の複雑な

ルテピアノを広める利点として、演奏だけではなく幅

ものをやっているように感じます。現在放送中の「鎌

広い学問、また背景にあります歴史（西洋史、文学、

倉殿の 13 人」では、源平合戦後、源頼朝が 13 人の家

修辞学、美学）と密接に関わっており、ストーリーを

臣団に支えられ鎌倉幕府を開いたのが 1185 年。しか

感じられるものとして、より深みのあるものを伝えら

しその後、盛時に志半ば頼朝が死に、激しい内部抗争

れたらなと思っております。

古いものを大事にしていこう、古い建物を残していこ

入会式

う、田舎に住みたい、作った人の顔が見れる野菜を食

新会員：堀 広明 君

べたい。フォルテピアノもそういうものの一つとして

紹介者：山田 昭仁 君 ・ 竹田 克茂 君

入会日：7 月 1 日

捉えていただき、良さを皆様にお伝えできたらいいな
と思います。今回、1814 年製ロンドンのフォルテピア
ノが、8 月 1 日に埼玉の工房から私の実家へ届く予定
です。そして 3 週間練習した後、岐阜で演奏会をさせ
ていただきます。8 月 21 日、是非宜しくお願い致しま
す。

皆出席表彰

管理運営 横山 浩之 委員長

平井

正晴

君

３

一言ご挨拶

１年

入会させて頂きました堀です。各務原ＲＣの皆さんに

おめでとう御座いま

して頂きました事を忘れずに、奉仕の心で活動してい

す。

きたいです。宜しくお願いします。

ニコＢＯＸ報告
Ｒ財団委員会 竹田 克茂 委員長
・左髙

洋

会長

ガバナー補佐、そしてお客様、

本日は宜しくお願いします。
7 月親睦ゴルフ表彰 （取り切り線）

・金武 峰之 幹事

7 月 20 日（水）岐阜カンツリー倶楽部にて開催

バナー補佐、ようこそ各務原ロータリーへ。児玉さん、

会長賞 ： 千葉

野内さんも本日はお越し頂き有難う御座います。そし

臨 君

皆さん、こんばんは。亀井ガ

優

勝 ： 山田 昭仁 君

て堀さん、本日ご入会おめでとう御座います。これか

2

位 ： 金武 峰之 君

らも末永く宜しくお願い致します。

3

位 ： 河野 春男 君

・後藤 健介 直前会長 新会員、堀さん ようこそ。
楽しいロータリークラブを作っていきましょう。亀井
ガバナー補佐、一年間宜しくお願いします。
・藤井

孝一

君

亀井 高利ガバナー補佐をお迎

えしました。よろしくご指導ください。
・横山 隆一郎 君 本日も宜しく。暑いですね。老
人にはこたえます。
・平井

正晴

君

亀井 高利ガバナー補佐、本日

は宜しくお願いします。堀 広明 君、入会おめでとう
御座います。
・可児 昌則 君

ガバナー補佐、亀井様、訪問有

難う御座います。一年間宜しくお願いします。

新聞で紹介され、クリスマス交流例会の様子もＮＨＫ

・片岡 紀生 君

の「まるっと岐阜」内で紹介されました。市役所新庁

コロナは益々増えてます。皆様

気を付けましょう。
・山田 昭仁 君

舎建設事業に係る寄贈式の様子も新聞、市役所ＨＰに
堀君、入会おめでとう。ガバナ

掲載されました。そして、どうしたらロータリーに興

ー補佐、亀井様、本日宜しくお願いします。

味を持って頂けるかを日々考えながら一年間活動し

・小林 幹男 君

ていきたいと考えております。皆様にはご意見を頂戴

ガバナー補佐、亀井 高利 様よ

うこそ各務原ロータリークラブへ。新会員の堀 広明

し、全員で進めて参りたいと思います。

様、入会ありがとう御座います。これから仲良くして
下さい。

会 員 増 強 委 員 会

・横山 浩之 君

コロナ、気を付けて下さい。

・大野

亀井アシスタントガバナー様、

広

君

山田 昭仁 委員長
会員 30 名を目指しま

一年間宜しくお願いします。

しょう、と掲げましたら

・河野 春男 君

30 名達成することが出

久し振りの例会出席となりまし

た。左高会長今後共宜しくお願いします。

来ました。これは私の力

・清水 裕治 君

ではなく、若い会長が新

毎日がとても暑いので、熱中症

にならない様に気を付けましょう。

しい会員参入に際し尽

・竹田 克茂 君

力をした為ではないか

亀井ガバナー補佐、一年間宜し

くお願いします。

と思います。これからも若い会長を盛り立てれば自ず
と会員は増えていくのではないでしょうか。皆さんご

クラブアッセンブリー

司会：左髙 洋 会長

協力のほど宜しくお願い致します。

公共イメージ委員会
小林 幹男 委員長

奉仕プロジェクト委員会

河野 春男 委員長

基本方針としては、広

奉仕プ ロジェ クト 委

報、ロータリー情報、研

員会は、職業奉仕、社会

修、の３つを掲げていま

奉仕、国際奉仕、青少年

す。ロータリー情報とし

奉仕、環境保全、インタ

て例会時に、毎月発行の

ーアクト、交換学生、が

ロ ー タ リ ー の友 の 主要

基 本方針 となっ てお り

な掲載記事を紹介し、広

ます。

くロータリー活動に理解を深めて頂けたらと思いま

職業奉仕では、職場例

す。又、研修といたしまして 以前は例会で開催して

会等を活用しつつ 会員同士の職業をＰＲ出来る機会

おりました 新入会員の研修会（勉強会）を実施し、よ

を持つと共に相互利用を促進していきたいと思いま

りロータリーの活動を理解して頂く機会を積極的に

す。社会奉仕では、各務原市内における各種団体

作っていきたいと思います。広報では、ロータリーの

（警察署、文化財団）と協力し クラブとして参加で

活動を報道機関に提供し新聞、ＴＶ等に取り上げて頂

きる活動を積極的に行っていきます。国際奉仕で

き認知度をより高めていけたらと考えております。昨

は、国際協会の協力を得て毎年行っております サン

今では、毎年行っております地区補助金事業の様子が

タクロース交流事業を今年も開催致します。又ユネ

スコ協会の書き損じはがき回収活動も行い、海外の

ロータリー財団委員会

大きな災害時には義援金を送り復興に協力をしま

竹田 克茂 委員長

す。青少年奉仕では、かかみのロータリークラブよ

ロータリー財団委員

り引き継ぎました「かかみの音楽演奏会」「盲導犬

会は、ロータリー財

募金活動」で市内中学生と共に活動します。環境保

団、米山記念奨学会、

全では、年に２回 各務原市民公園の花壇に季節の

ニコボックス、が基本

花を植栽するパークレンジャー活動を行っていま

方針となっておりま

す。インターアクトでは、引き続き各務原高校イン

す。ロータリー財団で

ターアクトクラブを支援して参ります。そして最後

は、毎年年次寄附金として一人150ドル寄付をお願い

に交換学生では、海外の留学生を受入れ、国際間の

しています。これは、年次プログラム基金で、寄付

親善と理解を促進していきたいと思っております。

の総額に応じて3年後の 地区補助金事業にいくら補
助金がもらえるかが、決まるものです。全額の補助

管理運営委員会

横山 浩之 委員長

はないそうですが、一部補助を受け、来年度、再来

管理運営委員会

年度に向け意見を出しい、各務原ＲＣとしてアピー

は、雑誌会報、プロ

ルできる事業を行いたいと考えています。59期の地

グラム、例会運営が

区補助金事業時に地区から支給された金額（２９

基本方針となってお

７，５８４円）は、56期に皆様からご協力頂きまし

ります。直近では、

た金額になります。今年も63期の補助金事業の為

出席率の向上が課題

に、皆様のご協力を宜しくお願い致します。ニコボ

であります。７／１

ックスは、会員の慶事に触れ楽しい雰囲気になる

現在 会員数３０名で

様、一人でも多くの方に投函して頂き前年度の投函

すが出席率は半分程

合計額よりも多くなるように努めて参りたいと思い

です。もちろん事業等々でどうしても出席できない

ます。

ときは、メーキャップをして頂きます様よろしくお
願い致します。また、「メーキャップ一覧」をメー
ルで送らせて頂きますので、内容を確認して頂き補

ご講評

東海北陸道グループ 2022-2023 年度
ガバナー補佐

亀井 髙利 様

正をお願いします。又新たに今回、出席率が悪い方

本年度ガバナ

にはフィナーレ例会で罰金制を設けようかと検討中

ー補佐を務めさ

です。例会設営に関しては、新会員の方をはじめ 皆

せて頂く関ＲＣ

さん２０分程早く来て頂き、設営をお願い致しま

所属の亀井 髙

す。又、プログラムにつきましては今期、外部卓話

利でございま

を４回程予定しております。ガバナーの方針でもあ

す。これから一

りますように、オープン例会を開催し出来るだけ多

年宜しくお願い

くの方に参加して頂ける様取り組んでいきたいと思

申し上げます。

いますので、皆さんもお声掛けをお願い致します。

ガバナー補佐は

親睦家族につきましても何か検討していきたいと思

６年に一回、回ってきますが、大概その時期の年配

います。

者がやるものだと決まっていますので、自ずと選ば

れました。先程皆さんのニコボックス報告で「ご指
導お願いします」とありましたが、日々勉強ですの

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

で指導するようなことは何も御座いません。各クラ

ガバナー補佐クラブ訪問の後、訪問記としてお言葉

ブ年に3回訪問する事になっています。ガバナー公式

を頂戴しましたので掲載させて頂きます。

訪問も合わせますと年に4回訪問する事となります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

先日郡上長良川、郡上八幡のクラブへ行って参りま
した。各クラブ其々例会の仕方や雰囲気は全く違い

27日、今期初めて各務原ＲＣへ訪問しました。事前

ます。いずれ「あそこのクラブはこんなことをして

に、グループ6クラブの会員数、平均年齢、女性会員

いますよ」等、皆さんにお話ししたいと思っており

の有無、数を調べたところ、当クラブが平均年齢55

ます。

歳と一番若い（その逆は美濃ＲＣ70歳）ということ

今期 RI 会長は初めての女性会長です。世界的には

でさぞかし若い会員が多いと思って訪ねたところ、

20％女性会員がみえます。日本では8％、この2630地

年配の先輩会員も多数出席されており、若い会員と

区では5％です。地区72クラブありますが、各クラブ

ベテラン会員の程よいコンビネーションで構成され

１名ずつ女性会員が入りましたら8％になりますので

ておると感じました。

是非ご協力宜しくお願いします。郡上長良川 RC には

また、当日、新会員の入所式にも立ち会わせて頂き

5名、女性会員が見えますが例会の雰囲気も華やかで

ましたし、ゲストのロータリー奨学生のフォルテピ

す。私は高橋ガバナーの補佐をしてガバナーの意向

アノという珍しい古楽器奏者である児玉真子さんの

をお伝えする事が役目ですが、個人的には各クラブ

お話も大変興味深く聞き入りました。

の個性を大事にしていきたいと思います。各クラブ

実はクラブセッション後のガバナー補佐による講評

違って大いに良いと思います。各務原ロータリーク

の場面で、私とんでもない暴言を吐いてしまったと

ラブは、グループの中で一番若いクラブです。大い

反省しております。懐かしい顔見知りの年配会員さ

に頑張って下さい。本日は有難う御座いました。

んに対して、嬉しさのあまり「まだ居たの？」と言
ってしまったかと思います。「まだ生きてたの？」と
言わなくて良かったのですが、これはまさしく暴言
だったと大いに反省しております。その時はさすが
先輩！（笑い）ですまして頂きましたが、どう考え
ても失礼だったと思います。この場を持ちまして該
当の先輩ベテラン会員様に謝罪させていただきま
す。しかしながら帰りの道すがら、先輩諸氏があれ
だけガンバッテいるのだから私も頑張らなければと
元気をもらった気が致しました。良い仲間が各務原
にいてくれて良かったです。短い時間でありました
が大変中身の濃い例会訪問でありました。
これからもロータリーの友情を分かち合いましょ
う。また逢う日を楽しみにしております。
亀井ガバナー補佐、心温まるメッセージを有難う御
座いました。

