
   

 

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１８８１回例会 ２０１６年１１月１７日（木） 

東海北陸道グループＩ．Ｍ．報告 ／ 担当 会長・幹事 

 

 

前例会の記録 

 第１８８０回 ２０１６年１１月１３日（日） 

東海北陸道グループＩ．Ｍ． 

／担当 会長・幹事  

東海北陸道グループＩ．Ｍ．プログラム 

10:00  オープニングセレモニー 

横山隆一郎ガバナー補佐とゆかいな音楽隊 

10:10 点鐘 ガバナー補佐 横山隆一郎様 

君が代・奉仕の理想斉唱 

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰＩＭ副実行委員長 小島博彦様 

開会挨拶 

来賓・特別出席者・参加クラブ紹介 

       ガバナー補佐 横山隆一郎様 

歓迎の挨拶 ホストクラブ会長 小林幹男様 

来賓祝辞  第2630地区ガバナー剱田廣喜様 

次期Ｉ．Ｍ．開催ｸﾗﾌﾞ発表 

  ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 横山隆一郎様 

次期ＩＭ開催クラブ代表の挨拶 

  関中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ波多野好文会員会長ｴﾚｸﾄ 

10:40 ディスカッション 

（リオ・オリンピックを振り返って！） 

ホッケー女子日本代表 

中川未由希主将 

永井 友理選手 

永井 葉月選手 

 閉会の挨拶 副会長藤井孝一様 

11:05 点鐘 

 

懇親懇談会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ及びホッケー国際大会観覧 

11:20 開会の言葉 IM副実行委員長山田昭仁様 

11:25 来賓祝辞 各務原市長 浅野健司様 

衆議院議員 武藤容治様 

11:35 乾杯 第2630地区ガバナー 剱田廣喜様 

歓談 

12:30 閉会の言葉（中締め） 

       ＩＭ実行委員長 横山浩之様 

    移動（産業・農業祭見学等） 

13:45 集合（集合場所:ｲﾍﾞﾝﾄｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ参照） 

14:00 Ｊｒ.４か国ホッケー国際大会観覧 

※岐阜県ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ（川崎重工ﾎｯｹｰｽﾀｼﾞｱﾑ） 

15:30 ホッケー国際大会観覧終了 

 

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 



＊開会挨拶  

東海北陸道グループ 

ガバナー補佐 横山隆一郎様 

ようこそ各務原へお越しくださいま

した。今回のＩＭの狙いをお話しさせ

て頂きたいと思います。各務原市は官民あげてホッケ

ーに力を注いでおります。各務原のホッケー協会の役

員にも当クラブから何人かの役員を出しております。

各務原ロータリークラブとしてはこの官民あげて普及

に取り組んでホッケーを我々も一助で何かしたいとい

うことでこのような企画を催したわけであります。ま

だまだホッケーは日本ではマイナーなスポーツであり

ます。この中でもご覧になられた方は非常に少ないの

ではないかと思います。百聞は一見にしかずといいま

すので、とにかく試合を見てご理解いただきたいと思

います。当初は相手チームが強いものですから 3 位決

定戦がではないかと予想を立てておりましたが、決勝

に残りました。皆さん方にご覧いただく時間も若干ず

れることになりましたことを喜びながらお詫びしたい

と思います。 

ご覧いただいたように各務原の産業祭も行われてお

ります。産業祭もご覧いただいて、元気な各務原を見

て頂きたいと思っている次第であります。ホッケー場

も川崎重工ホッケー競技場ということで産業界も力を

注いでいてくれるところでございます。リオ・オリン

ピックへ行きましたメンバーも裏話なども披露してく

れると思いますので、そちらの方もお楽しみにしてい

ただけたらと思います。 

皆様方のご協力で盛大に開催できますことを心から

喜んでいる次第でございます。今日一日有意義な一日

でありますように皆様とともに過ごしたいと思います。

ありがとうございました。 

＊歓迎の挨拶 

 ホストクラブ会長 小林幹男会長 

2016-2017 年度国際ロータリー第

2630 地区東海北陸道グループＩＭを

開催させていただきます。ようこそお

いでくださいました。昨年、郡上八幡のＩＭにおきま

して岡田パストガバナーからみなさんが交流できる楽

しい場を作って下さいというお話がありました。実行

委員長のもとみなさんに楽しんでいただけるようなＩ

Ｍを考えてまいりました。式典の中で日本ホッケー代

表の女子選手 3 人とディスカッションをさせていただ

きます。その後懇親会、ホッケー観戦をしていただい

て、産業祭を見て頂くという企画をさせていただいて

おります。短い時間ではございますが、ぜひとも楽し

んで帰って頂きたいと思います。至らぬ点はあるかと

思いますが、ロータリーの友情に免じてご勘弁をして

いただきたいと思います。今日一日どうぞよろしくお

願いします。 

＊来賓祝辞 

第 2630 地区ガバナー 剱田廣喜様 

最初に地区大会の御礼を申し上げた

いと思います。地区大会を無事に有

意義に終えることができました。こ

れも皆様のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上

げます。本当にありがとうございました。特に大畑さ

んの戦争体験を通じてのロータリー観という素晴らし

いスピーチをしていただきました。会場内から本当に

感動の嵐が起こりその余韻が今もまだ続いております。

地区内の会員の方から素晴らしい話だからこれはロー

タリーの友に、ぜひ出してほしいとの強い要望がござ

いまして、今その準備をしております。近々ロータリ

ーの友に掲載されると思います。皆さん楽しみにして

いただきたいと思います。また、横山ガバナー補佐に

は水戸黄門の扮装をしていただき最高のパフォーマン 

スをしていただき、クラブの紹介をしていただきまし

た。 

本日、横山ガバナー補佐のご指導のもと東海北陸道グ

ループＩＭがこのように盛大に開催されますことを心

よりお喜び申し上げるとともにホストクラブでありま

す小林会長様はじめホストクラブの会員の皆様に心よ

り感謝と御礼を申し上げます。 

ロータリーの出発は親睦と相互扶助これが目的で始

まりました。親睦というのは会員同士が兄弟、親戚の

ような付き合いをすることであります。その当時のシ

カゴというのは状況が非常に不安定で、ビジネスで成

功すれば勝ち組というそんな時代であったわけです。

その時代がロータリーの方針・方向性とマッチしてい

たわけです。ですから設立間もないロータリーがわず



か 9 か月後に 30 人になったわけです。1905 年に設立

され、1909 年に 300 人に会員が増えました。1906 年

にドナルド・カーターに入会を勧めたところカーター

は職業を持たせていただいて、職業を通じて社会に奉

仕することが自分が存在している証だと言います。ロ

ータリークラブのように自分たちの利益のことばかり

考えて社会的に何もしない団体には魅力も将来性もな

い、そういうことを言って断るわけです。それを聞い

たポール・ハリスが大いに反省してこれからのロータ

リークラブは世の為人の為にということを考えるクラ

ブにかえていかなくてはならないと考えに至ったわけ

です。そうであるならばシカゴの都市だけでなく全米

すべての都市にロータリーを作ろうとその考え方から

二つ目のクラブがサンフランシスコに誕生したわけで

す。この二つのクラブというのはサンフランシスコの

両端にありまして、1914 年に合同例会を行いそれがＩ

Ｍの始まりと言われています。ですからＩＭの歴史と

いうのは 100 年以上あるわけです。 

現在のＩＭはどうかと言いますと、近隣のクラブが

集まり意見交換、情報交換をして日頃の活動状況を検

証し、将来に向かって自分たちのクラブはどのような

クラブにしていったらいいのかそういうことを考える

大切な会議になっています。しかしこのＩＭは 1969 年

に経済的な理由から国際ロータリーの理事会の決定に

よって公式の行事から除外されます。そして今はやる

かやらないかはガバナーの専権事項となっております。

ガバナーの専権事項とはガバナーが国際ロータリーに

与えられたガバナーだけが行使できる権利です。ガバ

ナーがＩＭをやるといったらやれるわけです。日本の

ＩＭの歴史というのはロータリーの哲学、理念それを

研鑽する場として独自の発展をしてきました。そうい

うことを考えて私は今年ＩＭをやろうという考えに至

ったわけです。 

もう一つはガバナー補佐制度です。地区の運営のポ

イントはどういうことかというといかにガバナー補佐

から支援、協力を得られるかにかかっているのです。

この一年間に横山ガバナー補佐に非常にお世話になっ

てこれはお返ししなければならないと思っております。

ロータリーとは最終的には人間関係です。義理、人情、

自分が大きな受けたときにどれだけの人が自分のため

に協力、支援してくれたか、日々の人間関係に関係し

てくるわけです。先般の地区大会でガバナー補佐がい

ろんなパフォーマンスをしていただきましたが、今回

はそういった理由で地区大会のクラブ紹介をお願いし

たわけです。 

今日のＩＭが皆さんにとりまして意義のある会議と

なりますよう祈念申し上げまして私の挨拶とさせてい

ただきます。 

＊次期ＩＭ開催クラブ代表の挨拶 

関中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

波多野好文会長エレクト 

次年度のガバナーの方針によりテ

ーマを指定するのでそれに従って

開催してほしいとの連絡を受けております。当クラブ

でもそのテーマに従いたいと思います。そのテーマが

出てくるのが来年２月～３月と聞いております。日時、

内容など決まりましたら皆さんにお知らせいたします

ので多数の参加を宜しくお願い致します。 

＊ディスカッション 

「リオ・オリンピックを振り返って！」 

ホッケー女子日本代表 

中川未由希主将 

今回のリオ・オリンピックで４度目の出場でした。毎

回思うのですが、世界大会ワールドカップやアジア大

会と比べてもオリンピックというのは注目度が違いま

す。ホッケー界だけでなく日本全国からの注目度がす

ごく高いです。今回もメダルがとれれば、もっと注目

されるというのはわかっていて挑戦しましたが、世界

の壁は厚く、結果ということで注目というのは集める

ことができませんでした。私たち選手にとっても力に

なってがんばれる大会というのは他の大会とはまた大

きく違うなと思っています。 

・2020 年に向けての抱負 

オリンピックが日本で行われるというのはすごいこと

だと思います。海外でも注目度が高いオリンピックが

日本であるということなので、その時は選手としての

立場ではないかもしれないですけど、ホッケー競技を

盛り上げるために、例えばホッケー教室だったり色々

な形で携わっていけたらいいと思っています。東京で

ホッケーの観客席がいっぱいになるようなサポートが



できたらいいと思います。これからもよろしくお願い

します。 

永井友理選手 

注目度が違うということは、実際に体で体感しました。

今まで普通の大会だったら自分の力を 80％出せていた

ところが、オリンピックになると自分が緊張していな

いと思っても、体が動かなかったりして 50％出せたら

いい方かなと思うぐらいの緊張を今回は痛感しました。 

・2020 年に向けての抱負 

東京オリンピックはどうなるかわかりませんが自分が

できるところまで頑張りたいと思います。この素晴ら

しい各務原のスタジアムがあるので、そこでしっかり

練習して今後もっと上をめざしていけるように頑張っ

ていきたいと思います。 

永井葉月選手 

私はオリンピックは初めてでした。初戦のインド戦は

緊張していないと思っていましたが、体が緊張してい

て自分が思うようなプレーがうまくいかなかったこと

が多かったです。自分なりに二戦目からは緊張がほぐ

れていいプレーもできていたのですが、いい結果がで

ませんでした。結果がでた他のスポーツは注目を浴び

ていて、やっぱりオリンピックで結果を残すことがで

きれば、ホッケーという競技ももっと広まると思いま

した。 

・2020 年に向けての抱負 

リオ・オリンピックに出て、すごく悔しかったです。

優勝したら注目してもらえることを実感しました。東

京オリンピックの時にはメンバーに選ばれ、中心選手

としてしっかり活躍できるようがんばりたいと思いま

す。 

＊懇親懇談会 

 

＊ホッケー観戦 

 

 

＜次例会の案内＞ 

第１８８２回 ２０１６年１２月１日（木） 

年次総会・懇親会  

／担当 会長・幹事・親睦活動委員会 


