
 

 

 

 

 

 

 

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 ： 左高 洋          幹  事 ： 金武 峰之 

副会長 ： 小島 博彦        会  報 ： 松原 竜二  

 1）２０２2年 12月 14日（水） 11：00～ 

              交通安全ＰＲ活動 

              場所：各務原市民公園南東部交差点付 

    会員総数 30名（出席免除 3名）   前  回 11月 24日   補正後出席率  70.37 % 

           （2022.7.1 現在）            前々回   11月 9日   補正後出席率  44.44 % 

 

司会進行           金武 峰之 幹事 

お客様ご紹介及び会長挨拶    左髙 洋 会長 

 皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中、ご出席有

難う御座います。またオブザーバー参加の向井様、石

田様、藤田様、ご参加有難う御座います。後程簡単な

自己紹介をお願いしたいと思いますので、宜しくお願

いします。 

ロータリークラブとは、簡単にご説明させて頂くと奉

仕団体になります。青少年奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、という名に基づいた奉仕活動を行っており

ます。例えば 10 月に開催致しました地区補助金事業

は、青少年奉仕の一環で地区から補助金をもらい市内

スポーツ少年団（今期はサッカー部会）に対し、専門

知識者の指導の下教室を開催し、スポーツの普及を図

る活動を行っております。また来月に開催いたします

年末交通安全ＰＲ活動は、社会奉仕の一環として警察

署の協力のもと、交通事故を防止する啓発活動を行い

ます。そしてサンタクロース交流事業は、国際奉仕の

一環として国際協会、子育て支援課の協力のもと市内

保育所を訪問する活動を行っております。この先また

一緒にこの様な活動が出来たらと思いますので、今日

はどうぞ宜しくお願いします。 

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 ２０２2－２０２3年度 

国際ロータリー会長 

ジェニファー・ジョーンズ（カナダ） 

2）２０２2年 12月 20日～12月 23日 

              クリスマス交流例会 

              場所：市内各保育所 

 

～ クラブアッセンブリー及び年次総会（忘年会）於：都ホテル岐阜長良川 ～ 

第 2768例会  Ｎｏ．０707 

令和 4年 11月 24日（木） 



そしてクラブアッセンブリーですが、次期の役員が本

日決まるかと思います。引き続き次年度も皆さんと一

緒に活動していけたらと思いますので、宜しくお願い

します。 

最後に今週末ＩＭが関で開催されます。2024 年度

（次々年度）各務原ロータリークラブがホストとなり

ます。会場準備設営も行わなければなりませんので、

視察も兼ねて色々見て頂けたらと思います。以上、ど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

委員会報告 親睦ゴルフ表彰 

11月 24日 グリーンヒル関ゴルフ倶楽部にて開催 

   1 位   片岡 紀生 君    

   2 位   森田 大策 君  

   3 位   大野 広  君       

 

おめでとう御座いま

す。 

 

 

 

 

 

クラブアッセンブリー 松井 雅史 会長エレクト 

 皆さん、こんばん

わ。来年度の事業計画

ですが、私も左高会長

同様入会して未だ 5年

になりますので諸先輩

方のお力をお借りして

活動していけたらと思

います。コロナウィル

スも徐々に緩和されて

きておりますので、医学的な判断のもと次年度も引

き続き通常通りの活動を行っていきたいと思いま

す。方針としましては、地区大会、R財団でもお話が

ありました様に『会員増強』に力を注ぎたいと思い

ます。やはり楽しい会でなければ人は集まりませ

ん。出来る限り皆さんが集まれるような楽しい会を

開催出来る様、努めていきたいと思います。また今

期から、かかみのロータリークラブより引き継ぎま

した事業「かかみの音楽演奏会」「盲導犬募金活動」

が御座います。こちらは今後各務原ロータリークラ

ブの定着事業として継続出来たら良いなと考えてお

ります。そして先ほど左高会長よりお話しがありま

した、地区補助金事業についてです。今期はサッカ

ーでしたが次年度は、陸上と少林寺拳法の 2つを予

定しております。陸上は例年通り専門知識者の指導

の下、教室または競技会を開催する予定です。少林

寺拳法につきましては先日見学に行って参りました

が、やや偏執的なスポーツのように感じられまし

た。スポーツですが仏教の教えが強く、稽古をする

ことで自分を育て、競技で勝ち負けを競うものでは

ないと言うレクチャーも受けてきました。普段は中

央中学校の体育館で夜練習を行っておりますが、こ

ちらには児童が少なく、小さい子供達は岐南町の個

人宅稽古場で練習をしているとの事でした。先日総

合体育館で演武が開催されたとの事でしたので、次

年度の補助金も演武を開催する方向でも検討してい

きたいと思います。いずれにしても、もう少し内容

を吟味して進めていきたいと思います。スポーツ少

年団に関する補助金活動は次年度が最後の予定です

ので、成功出来るように努めて参りたいと思いま

す。また詳細が決まりましたら、ご協力の程宜しく

お願い致します。 

最後になりますが、会員増強と言う事で岩田さんの

お力添えの元、女性会員を増やせていけたらと思っ

ております。次年度も引き続き今まで通り、更には

コロナ前の状態に戻して活動を行っていきたいと考

えております。又、様々な職業種の方との交流が持

てる有意義な会にしていきたいと思いますので、ご

協力の程宜しくお願いします。 

 

 



年次総会        議長：左髙 洋 会長 

年次総会成立のための定足数は、細則第 5条第 3節に

より会員総数の 3 分の 1 となっております。本日ご

出席の会員は 17 名で、会員総数 30 名の 3 分の 1 と

なり、年次総会が成立していることをご報告致しま

す。 

議題１．次年度理事役員選出の件 

議題２．次年度役員構成の件 

会 長 松井 雅史 

会長エレクト 金武 峰之 

副 会 長 横山 浩之 

幹 事 小島 博彦 

会 計 岩田 依子 

直 前 会 長 左髙 洋 

理 事 小林 幹男 

理 事 山田 昭仁 

理 事 竹田 克茂 

理 事 大野 広 

理 事 河野 春男 

開票の結果、議題１．次年度理事役員選出は原案通り

承認されました。 

議題２．原案通り承認されました。 

 

次年度会長挨拶   松井 雅史 会長エレクト 

ご承認いただき有難う御座いました。 

委員会は諸先輩方と、入会歴の少ない会員の方がペア

になるように組ませて頂きました。そして勉強して頂

き、皆さんが前に出て頂く機会が増えるようにと思っ

ております。次年度も皆様どうぞご協力の程宜しくお

願い申し上げます。 

     ～ 忘年会（懇親会） ～ 

乾 杯           小島 博彦 副会長 

左高会長、残り半年

宜しくお願い致しま

す。松井次期会長、

来年は幹事として務

めて参りますので、

どうぞ宜しくお願い

します。それでは、 

各務原ロータリーク

ラブの益々の発展

と、本日ご列席の皆様のご健勝、そしてオブザーバ

ー参加の皆様が各務原ロータリークラブを気に入っ

て頂けることを祈念致しまして 乾杯♪ 

 

 

 

 



オブザーバー参加者 ご挨拶 

石田 洋介 様 

いつもお世話になって

おります。ピノキオ商

事(株)の石田 洋介で

す。宜しくお願いしま

す。社業は薬局、介護

等の医療に携わる仕事

をしております。今は

未だ現役で商工会議所

に所属しております

が、後々 時が来ましたら皆様のお力になれたらと

思っております。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

(有)エムケイ産業 取締役社長 向井 一成 様 

こんばんは。エムケイ

産業の向井と申しま

す。宜しくお願いしま

す。先日商工会の会議

に参加した際、竹田社

長にお声を掛けて頂き

参りました。仕事内容

は、エステ業と運送業

をしております。どう

ぞ宜しくお願い致します。 

 

藤田 一樹 様 

こんばんは。(有)フジ

タの藤田 一樹と申し

ます。先程ご挨拶があ

りました石田さんと同

じく、私も商工会の青

年部に所属しておりま

す。社業は、一般住宅

の（外構工事）お庭を

作っております。春男

さんと同業になり、お世話になっております。商工

会卒業までに未だ 10年ありますので、お力になれる

時が先にはなりますが、どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

 

締めのご挨拶          松原 竜二 君 

 先ずは自己紹介と言

う事で、各務原市の那

加中学校出身で、現在

はリペイン工房で塗装

業をしております。森

田君とは同級生で仲良

くさせて頂いてます。

この様な会でお話しさ

せて頂くには、やや不

慣れで、また出席率が

悪く幽霊部員の様な存在の私が、諸先輩方の前で恐

縮では御座いますが、左高会長 残り半年 陰なが

ら応援しております。また、次年度の松井会長とは

同郷で色々とお世話になっておりますので、次年度

もまた陰ながら応援しております。この様に楽し

く、そして地元をより良くしたい思いは皆さんと一

緒だと思っております。今後表に出て、出来る事も

あるかと思いますので、精一杯頑張って参りたいと

思います。 

それでは 皆様のご健勝とご活躍を祈念しまして一

本で締めたいと思います。有難う御座いました。 

 


