
   

 

例会日 毎週木曜日 １８時３０分 

例会場 関観光ホテル（関市池尻９１－２） 

事務局 関市西本郷通５－２－５３ ＴＥＬ０５７５－２４－７３３２・ＦＡＸ０５７５－２３－５２７８ 

会 長：石原 妙生  副会長：川村 紳一  幹 事：波多野 篤志  クラブ会報委員長：吉田 和也 

 

ロータリーで何か発見を！  

２０１６～２０１７年度 関中央ＲＣ会長テーマ 

 
 

本日のプログラム 第１８７１回例会 ２０１６年９月２日（金） 

 ガバナー公式訪問 ３ＲＣ合同例会(美濃・関・関中央) ／ 担当 会長・幹事 

 

 

前例会の記録 

 第１８７０回 ２０１６年８月２５日（木） 

会員卓話 神谷秀幸会員 

テーマ  スポーツ少年団日独同時交流について 

／担当 出席委員会 

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

＊お客様紹介 

関ＲＣ  会 長  今峰  徹 様 

           副会長  大澤 竜 一様 

       幹 事  池村 真一郎様 

  一般財団法人関市体育協会 

       職 員  林  正治様 

  新入会員候補ご夫妻 加納 淳至様 

            加納 啓視様 

＊会長あいさつ  石原妙生会長 

本日 8 月 25 日は「即席ラーメン記

念日」です。 

1958年（昭和 33年）に日清食品が

世界初の即席ラーメン「チキンラー

メン」を発表した日です。58 年たった今でも出回って

いる息の長い食品です。 

 私は子供の頃インスタントラーメンを夜食に食べる

習慣があり、大変お世話になりそのころのことを思う

と懐かしいです。 

さて本日は関ロータリークラブから 3 役がお見えにな

っておられます。先般、8月 9日には、私ども関中央の

3役が関RCへ就任のご挨拶に行ってまいりましたので

その時のことを少しお話します。 

 例会は同じようにやられるわけですが、進行役が幹

事であったりとか、なんといっても女性会員がお見え

になるのが大きな違いであります。我クラブも何とか

してという想いです。 

 又行事については会報を見せて頂くと、早朝例会で

「安桜山遊歩道の清掃奉仕」、あるいは納涼例会とし

「屋形船での岐阜花火鑑賞」など例会も多様です。 

 そのほか、IGM の報告ではロータリーについて話し

合った、しっかりとした報告が有り感心しました。 

次にロータリーの友の記事について紹介します。 

8月号の「ロータリーについてよく知らない人が大勢い

ます」の題の記事です。 

 ロータリーは 1 世紀以上に渡り世界中の地域社会に

変化をもたらしてきたのに、ロータリーとは何か、他

2016～2017 年 

国際ロータリー会長 

ジョン Ｆ．ジャーム 

四つのテスト 

・真実かどうか 

・みんなに公平か 

・好意と友好を深めるか 

・みんなのためになるかどうか 



の団体とどう違うかわからない人が大勢います。 

 これから躍進するためには、強いアイデンティティ

（同一性）が必要で、ロータリーについて一貫した形

で語ることが大切です。そのために以下に紹介するス

テップに従えばあなたも力になれる！とあります。 

 まず第 1に「新しい視覚と感覚を取り入れる」  

ロータリーの歯車のロゴを一貫性をもって使うこと。 

第 2 に「地域社会にとってのクラブの価値を明らかに

する」 

世界各地でのロータリーに対する調査によると、一般

の人々の 40％は「ロータリーについて聞いたことがな

い」さらに 40％は「名前は聞いたことがあるが何をし

ているのか知らない」という回答です。 

つまり、私たちが地元で行っている活動も、海外のロ

ータリークラブと協力している活動も地域の人は知ら

ないのです。そのために地元でロータリーの話題を広

げないといけない。 

第 3に「ストーリーを世界とシェアしよう」 

ロータリーが他の団体と違うところは？ ということ

で、ロータリアンはその個性・情熱・職業の経験を生

かし、様々な方法で又、様々な分野の視点での貴重な

貢献を地域に対して出来る団体である。それをどう伝

えるかは、「ただ自らのストーリーを語るだけで良い」

とあり、自分たちの活動の影響力を実感した時に人生

が変わるような体験をし、その体験したことを伝えて

いくことです。 

この様な事を参考に地域への広報をし、新たな会員増

強にも繋げていけると良いと思います。尚、この関連

のツールは RCのウェブ上に有ります。 

＊お客様あいさつ 

関ＲＣ 会長 今峰 徹様 

今年はオリンピックの年でしたね。

個人メドレー、女子平泳ぎなど感動

で夜も眠れない日々がみなさんもそ

うではないかと思いますが、私も続いておりました。 

特に感動しましたのがウクライナのオレグ選手、イギ

リスのウィットロック選手、この選手たちの意地悪な

記者に対する返答、素晴らしかったと思います。 

我々もこれほどの感動ではないのですが、わずかな感

動をみなさんと共にする奉仕活動としまして、当クラ

ブでは中学校球児を対象に高木守道杯関市中学校軟式

野球リーグ戦、そして昨年より小学生を対象にタグラ

グビーをこれからずっと主催していこうと思っており

ます。また 50周年の記念事業として安桜山の遊歩道の

整備、そして来年 5 月 21 日には 50 周年事業式典の一

環としまして、櫻井よしこさんの講演を予定しており

ます。記念講演会にはここにみえるみなさんもお時間

があればぜひお越しください。そして最後に関中央Ｒ

Ｃ 様も 40周年おめでとうございます。 

＊会員卓話 神谷 秀幸会員 

テーマ 「スポーツ少年団日独同時交流について」 

７月に体育協会の方で「スポーツ少

年団日独同時交流」をやっておりま

して、関中央ＲＣ の例会でもロバー

ト・ミッチャング様を紹介させてい

ただきました。今日はその時の活動

や、写真を紹介させていただきたいと思います。 

岐阜県スポーツ少年団で６年ごとに回ってくる日独同

時交流受け入れ事業が、今年は中濃地区が当番で関市

のスポーツ少年団が中心で行われた。 

7月 26日から 7月 30日までの 4泊 5日関市のスポー

ツ少年団会員の家庭で民泊して開催された。ドイツか

らは引率リーダー1人と 18歳から 22歳までの会員 9

名を受け入れた。 

7月 26日 関市役所にて関市長、教育長を招いて歓迎

式、受け入れ家庭の対面式を開催 

7月 27日 郡上市城下町プラザにて郡上市内散策。郡

上踊り体験、サンプルづくり体験 

美濃市和紙の里会館にて紙すき体験後、うだつのあが

る街並み散策 

 



 

 

 

7月 28日 郡上市合併記念公園内郡上市相撲場にて相

撲見学と相撲体験、郡上市アースシップにてラフティ

ング体験 

 

 

7月 29日 関商工高校生徒と交流(ストラップ作成、書

道体験) 関商工生徒と一緒に和食に挑戦、関市鍛冶伝

承館にて鍛冶実演見学と体験、フェザーミュージアム

館内の見学、受け入れ家庭合同の小瀬鵜飼見学 

 

 

 

 

7月 30日 関市教育長を招いて歓送会 

      次の訪問先愛知県に出発 

＊出席委員会 

会員数２９名、本日の出席１９名です。 

ニコボックス委員会 

・関ＲＣ会長・副会長・幹事 

こんばんは。まずもって 40周年おめでとうございま

す。関ＲＣも本年度は 50周年でございます。お互いに

周年行事があり大変ですが、切磋琢磨して頑張りまし

ょう。  

・会長・幹事 

関ＲＣより、今峰会長、大澤副会長、池村幹事新年

度の就任のご挨拶にきていただきましてありがとうご

ざいます。本年もよろしくお願いします。 

・高井良祐会員 

入会予定者の加納ご夫妻ようこそ関中央ＲＣ へ。し

っかり例会を見学していってください。 

・伊佐地金嗣会員 

先般 金婚旅行として南米のペルーへ行き憧れのマ

ニュピチュを散策し、アスカの地上絵を１２絵セスナ



で遊覧し無事帰国出来た喜びを。  

２２名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

例会終了後、新入会員加納様のインフォメーションを

行います。関係者の方のご出席をお願い致します。 

＊８月ＩＧＭ報告 レポーター佐藤忍会員 

カウンセラー：川村紳一会員、Ｒ情報委員：山田文夫

会員、世話役：長谷川修会員、レポーター：佐藤忍会

員、古田博文会員、土屋敏幸会員、大藪太会員、吉田

和也会員、川上勉会員計９名 

7月 20日（水）場所：味の孫六で開催されました。 

カウンセラー川村紳一会員あいさつ 

会長よりＩＧＭでは次のような事項を話し合ってほし

いとの要望がありました。①今年度クラブ会員数は３

名減２９名でスタートした。何とか前年度の会員数ま

で増強したい。その方策についていい案があれば出し

てほしい。②よりよいクラブにするための今後のクラ

ブ運営は如何あるべきか。皆さんの忌憚のない意見を

お聞かせ願いたい。 

古田博文会員 自分が入会した動機は、クラブに野球

同好会があったことです。クラブに何か魅力がなけれ

ば勧誘は難しいのではないか。 

吉田和也会員 市内で独立開業しましたが市内の事業

者とのお付き合いがなく、交流の機会があればと考え

ていた矢先、高井良祐会員から勧められ迷わず入会い

たしました。など色々な意見が出ました。同級生にも

入会を勧めたい人がいるので話をしたいと思っていま

す。 

その他会員増強についてたくさんの意見がございまし

た。やはり２９名という人数に対して危機感を持って

みえるので何とか３０名には回復していきたいという

意見でした。 

＊メークアップ報告 

８月１９日ＩＧＭ 

カウンセラー：川村紳一会員、Ｒ情報委員：山田文夫

会員、世話役：長谷川修会員、レポーター：佐藤忍会

員、古田博文会員、土屋敏幸会員、大藪太会員、吉田

和也会員、川上勉会員 

８月２２日 東海北陸道グループ幹事会 

波多野篤志幹事、長谷川修副幹事 

＜次例会の案内＞ 

第１８７２回 ２０１６年９月８日（木） 

卓 話 ロータリー財団部門補助金小委員会 

     地区補助金担当副委員長 堀部哲夫様 

テーマ ロータリー財団のご理解について 

担当：ロータリー財団委員会 


