
   

 

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１８８２回例会 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 

 

 

前例会の記録 

 第１８８１回 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  

＊国歌斉唱「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

＊四つのテスト唱和 

＊会長あいさつ  石原妙生会長 

11 月に入り 7 日には「立冬」とい

うことで、いよいよ今年も冬に入り

ました。朝晩、寒いと感じるように

なり「コタツ」が恋しい時期になっ

てきました。 

会員の皆さんには、10月 29日の 40周年記念事業のコ

ンテスト発表会から 11 月 6 日の里山整備、12 日の長

良川クリーン作戦、そして 13日の IMといろいろな事

業や行事にご出席頂き誠に有難う御座いました。 

今日はこれらの事業・行事についてお話をします。 

 まず、40 周年事業のコンテスト発表会については、

会員の皆さんのご協力により、滞ることなく終えるこ

とが出来良かったと思っています。これもひとえに詳

細な計画や段取りをして頂いた、委員長・部会長さん

のおかげと感謝しております。 

 又、優秀作文の発表も、小学生が上手に読んでくれ

ましたし、内容も今回のコンセプトである「環境につ

いて考える」もので、我々の希望する事が出来たと思

い、本当に良かったですし、成功だと思っています。 

次は里山整備についてですが、良い天気の中「楓の

苗木」10 本の植樹と下刈りを行いました。関商工から

は IA クラブの生徒 10 名と引率の先生 1 名が参加頂き

ました。作業の後のバザーもそこで炊いたご飯で作っ

た「おにぎり」や「味噌汁」「石焼き芋」等いろいろで、

中でも波多野幹事が焼き、私が味付けした「焼きそば」

が好評でした？？？ 

長良川流域連携クリーン作戦の 12日も大変良い天気、

いわゆる「小春日和」の中行われ、今回はフェザー剃

刀の有志の方も参加頂き大勢でゴミ拾いができ良かっ

たです。又、ゴミは意外と少なかった印象で良い傾向

です。 

最後になりますが、11月 13日の IMは各務原 RCが

ホストでイタリアンレストラン「ステラルーチェ」で

行われました。ホッケーの試合観戦やホッケーの日本

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 



代表選手のパネルディスカッションがメインの内容で

した。 

来年は我クラブがホストになります。ガバナーの方

針が出るそうですが、関中央らしい IMになると良いで 

すね。 

＊新入会員入会式 

伊佐地司君 昭和３９年２月４日生  

篠田㈱ 取締役事業本部長 

この度皆様の仲間入りをさせて頂くことになりました。

皆様方にはご迷惑をかけないように頑張っていきたい

と思いますのでどうぞご指導の程よろしくお願いいた

します。 

 

 

＊第 2630地区第２回 

ロータリー財団研修セミナー報告 

西田健一ロータリー財団委員長 

先日 10 月 29 日岐阜市の 16 プラザ

にて 2630 地区の今年度第 2 回財団

セミナーが開催されました。まず初めに「世界でよい

ことをしよう」と始まったロータリー財団は 100 周年

を迎え、当初 26 ドル 50 セントから始まったロータリ

ー財団は 100 年で 9 億 4600 万ドルの資産を持つ財団

に成長した。この間、いろいろな事業を展開してきま

した。 

 皆さん方の尊い寄付で成り立っているロータリー財

団の資金を有効に活用し、人や地域に活用するための

セミナーです。世界中のロータリーが対象ですから、

規約だ、ルールだと一見すると難しいものと思われが

ちですが、私たちが理解できないものは一つもありま

せん。このセミナーで「やさしいロータリー財団に」

触れてくださいと辻地区ロータリー財団部門委員長の

挨拶があり開催されました。 

 このセミナーを開催する前に補助金の申請について

77 クラブにアンケートを出したところ 66 クラブより

返事があり 

  補助金を申請する   ２１クラブ 

  現在検討中      ２５クラブ 

  どちらとも分からない １０クラブ 

  やらない       １１クラブ 

セミナー参加者役職名は 

  次年度会長    ４１名 

  財団委員長    ２８名 

  現会長       ３名 

  幹事        ５名ほか 

ということで補助金を申請するならば次期会長もこう

いうセミナーに出席するのがいいのかなと思いました。 

 皆さんのお手元に補助金申請書、個別プロジェクト

報告書の書き方サンプルを配布させていただきました。

決して難しいものではありません。うちのクラブでも

すぐできそうです。それから研修セミナー資料より

2016-2017 年度の間補助金申請一覧を抜粋して配布さ

せていただきましたので次年度、次々年度の参考にし

て是非活用していただけたらありがたいと思います。

尚、この研修資料は保存版として事務局に置いておき

ますので必要があれば随時閲覧してください。 

 いずれにしましても 3 年前の財団の寄付金額が補助

金のベースになり、それにより補助金の金額が決まり

ます。本年度より指定寄付金の額が 150 ドルになりま

した。また募集させていただきます。皆様方のご協力

をお願いいたしましてご報告に変えます。 

＊東海北陸道グループＩ．Ｍ報告 

＊伊佐地司会員 

１１月１３日（日）１０：００より

各務原のステラルーチェで各務原

ロータリークラブのホストにより、

総勢約８０名、当クラブからは会長

を初め１２名の参加で開催されま

した。 

オープニングセレモニーでは、横山隆一郎ガバナー補

佐とゆかいな音楽隊６名がサックスなどで３曲を演奏

され、和やかな雰囲気のうちに始まりました。 

開会挨拶で横山ガバナー補佐が２０２０年の東京オリ

ンピックに向けたジュニア２０２０トライアルホッケ



ーが各務原市で開催されていること、各務原市のホッ

ケーに対する熱い思いと官民を上げて取り組んでいる

姿勢並びに各務原ロータリークラブの会員が各務原ホ

ッケー協会の役員に何人も名を連ねていることから、

ロータリークラブとしても何かしたいということで、

今回のＩ・Ｍを企画されたことを話されました。 

次に歓迎の挨拶を小林幹男会長からいただき、続いて

来賓祝辞として第２６３０地区ガバナー 剱田廣善様

がロータリーの歴史について、Ｉ・Ｍの始まりと意義

について話をされ、その中でＩ・Ｍ開催は地区ガバナ

ーに与えられた権限であること、ロータリーとは親睦

と相互扶助、仕事を通じて社会奉仕をすること、世の

ため人のためにということを話されたことが印象的で

した。 

その後次期Ｉ・Ｍ開催クラブ代表挨拶で当クラブの

波多野好文会長エレクトが次回予定について話をされ、

次期ガバナーからテーマを頂いて、それに従い決定す

る為、詳細は未定である旨、説明をされました。 

続いてホッケー女子日本代表サクラジャパンの中川 

未由希主将、永井 友理選手、永井 葉月選手が登場

し、リオ・オリンピックを振り返って！と題してホス

トクラブが用意した質問に答える形式でディスカッシ

ョンが行われました。私の勝手な思い込みで、がっち

りした体格の男性にも負けないような選手が登場する

のかと思えば、小柄で、線の細いごく普通の女の子で

したので予想外だったのと、オリンピックは、やはり

特別な大会で、結果を残すというプレッシャーから必

要以上に緊張してしまうとのことでしたが、こんな子

達が日本を背負って大会に挑んでいること、体格で劣

るためパスワークでカバーするなど、世界を相手に戦

うために日々努力をしていることが、しっかり伝わっ

てきました。 

このディスカッションで第一部の式典は終了し、続い

て懇親懇談会に移行し、浅野健司 各務原市長と武藤

容治 衆議院議員が来賓として挨拶をされました 

懇談会の後、同時に開催されている農業産業祭を見学

しながら、ジュニア２０２０トライアルホッケーが開

催されている川崎重工ホッケースタジアムに移動し、

韓国対台湾戦を観戦しました。ルールが解らない中で

の応援でしたが、上手いプレーやスピードのあるプレ

ーに思わず見入ってしまいました。皆さん台湾を応援

してみえるようでしたが、常に韓国に押され気味で、

見ているうちに２点が韓国に入り、素人が見ていても

実力の差があるように思われました。 

トライアルホッケーは中国、韓国、台湾、日本の４カ

国総当りで行われており、横山ガバナー補佐曰く、日

本は予想以上に健闘して決勝戦に出場するとのことで

したが、我々は時間の都合上、台湾の応援のみに専念

し、後半戦を半分ほど残して会場を後にしました。 

初めての参加でしたが、Ｉ・Ｍについて少し理解でき

たことや、サクラジャパンに会えたことなど有意義な

一日でした。これからは、８クラブの皆さんとロータ

リーの友情を広めていきたいと思います。 

＊古田博文会員 

博物館、東にホッケー会場をのぞむ

ステラルーチェという結婚式もでき

る会場で行われました。「上を向いて

歩こう」のリハーサルの音が流れま

す。オープニングで横山ガバナー補佐を含めロータリ

ーメンバー６名のグループ演奏です。 

「虹の彼方に」「見上げてごらん夜の星を」「上を向い

て歩こう」の３曲でした。あいさつの後、リオオリン

ピックホッケー出場の岐阜女子選手３名の質問形式の

パネルディスカッション。まずは〇×式の質問。 

おもしろい質問でした。リオ・オリンピックでは思い

のほか緊張したこと。リフレッシュで温泉へ行ったり

することなどの話も聞けました。 

以後スタジアムで台湾対韓国戦を見学しました。 

＊波多野好文会員 

今年度のＩ．Ｍについてはお二人

の方が既に話されましたので、来

年度のＩ．Ｍのことをお話しさせ

ていただきます。次期ガバナーよ

り、２～３のテーマを与えるので、それに基づいてや

ってほしいとのお話を頂いています。来年２月から３

月頃にそのテーマが決まるそうです。 

去年は郡上八幡ロータリークラブ様が 9月 13日に行

っています。積翠園でパストガバナーの加賀修様の「日

本の文化を伝えよう」という講演と 13時から懇親会が

あり、登録料は 8000円でした。ちなみに今年は 4000



円でした。その前は 9月 21日に美濃ロータリークラブ

様で行われています。これは「昇竜道プロジェクトの

新たな展開」ということで国土交通省中部運輸局の企

画観光部長の上田大輔様の講演と県議会議員の佐藤武

彦様がお話しされ、17時 30分から懇親会がある夕方

のパターンで、登録料は一万円でした。 

その前の関ロータリークラブ様が 9月 8日に中部学院

大学の東日本大震災に学ぶ危機管理ということで中井

正義様の講演を行い「地震・津波・放射能の被害の状

況」ということで、懇親会はありませんでした。この

時の登録料は 5000円でした。その前は郡上長良川ロー

タリークラブ様で 9月 9日に行っています。郡上高原

ホテルで里山森林に関する小学生による発表やパネル

ディスカッションをされています。この時も懇親会が

あり、バスの送迎もあり、登録料が 3000円でした。 

その前は各務原中央ロータリークラブ様が中部学院大

学の各務原キャンパスで 9月 4日に行っています。岐

阜大学の教授伊藤慎一様の「臓器提供と移植医療」と

いうことで、ジャズの演奏もあり、登録料が 3000円で

懇親会はありませんでした。 

来年度は講演だけにするか懇親会はどうするかじっく

り話し合っていきたいと思います。 

＊出席委員会 

会員数３１名、本日の出席１９名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

伊佐地司君の新会員入会式おめでとうございます。東

海北陸道グループＩ．Ｍ報告の３名よろしくお願いし

ます。 

・高井良祐君 

11月 12日家内の誕生日に虎屋さんの和菓子を頂きあ

りがとうございました。ＮＹの娘がカステラを持ち帰

って行きました。 

・小澤重忠君 

東海北陸度グループＩＭ報告の皆さんご苦労さまです。 

18名のご投函ありがとうございました。 

＊メークアップ報告 

10/29第 2回ロータリー財団セミナー  

西田健一会員、伊佐地金嗣会員 

11/6 次期ＡＧ研修セミナー 伊佐地金嗣会員 

11/9 各務原かかみのＲＣ例会 前田仁夫会員 

＜次例会の案内＞ 

第１８８３回 ２０１６年１２月８日（木） 

関商工高等学校  

 台湾景文高等学校訪問予定生徒 

「交流を控えて」 

担当：国際奉仕委員会 


