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２０１７～２０１８年度関中央ロータリークラブ会長テーマ

「親睦からのロータリー」
本日のプログラム
「Ｃ．Ａ

第１９０５回例会
新年度活動方針」

２０１７年７月１３日（木）
／

担当

会長・幹事

・直前会長あいさつ 直前会長 石原妙生

前例会の記録
第１９０４回

・直前幹事あいさつ 直前幹事 波多野篤志

２０１７年７月６日（木）

新旧会長、副会長、幹事 席の交替

通常総会・懇親会
／担当

新旧会場監督の交替 小川糧司～古田博文

会長・幹事・親睦活動委員会

・・・2017～2018 年度 通常総会次第・・・

・新会長あいさつ

会長

波多野好文

・点鐘 会 長 石原妙生

・新幹事あいさつ

幹事

長谷川修

・
「君が代」
・
「奉仕の理想」斉唱

・議長選出〈波多野好文会長登壇〉

・開会のことば 副会長 川村紳一

・議事 ①2017～2018 年度事業計画について

・会長あいさつ 会 長 石原妙生
・定足数の確認報告 幹事

幹事 長谷川 修

波多野篤志

②2017～2018 年度会計予算について

・議長選出〈石原妙生会長登壇〉

会計 波多野篤志

・議事

③その他

①2016～2017 年度事業報告 幹事 波多野篤志

・閉会のことば

②2016～2017 年度会計決算報告

・点

鐘

副会長 佐藤忍
会長 波多野好文

会計 土屋敏幸
会計監査報告 喜久生明男

＊会長あいさつ 石原妙生会長

③関中央ロータリークラブ細則・内規の改正

会長として最後の点鐘をさせて

幹事 波多野篤志

頂きました。心に沁みて感慨深い
思いです。前回、6 月 22 日の創

④その他
・新旧会長・副会長・幹事バッジ、クラブ旗引継ぎ

立記念例会は沢山の出席を頂き、楽しい会になりま

（ＳＡＡ）

した。

４つのテスト

１.真実かどうか

２.みんなに公平か

３.好意と友情を深めるか

４.みんなのためになるかどうか

皆さんから、
「会長職ご苦労様」と温かいねぎらいの

＊クラブ旗引継ぎ

言葉を頂き、一生懸命やってきて良かったと大変う
れしく思い、なんだか力が抜ける思いでした。ただ、
これから 2016～2017 年度の事業について、ご審議
を頂きますので、まだ気を抜いている訳にはいきま
せん。会員の皆様に御協力頂き、すべての事業が滞
ることなく出来ました。後は、本日の議案をスムー
ズに通して頂きます様お願いして挨拶とします。
＊新旧会長・副会長・幹事バッジ交換

＊直前会長あいさつ
石原妙生直前会長
一年前、私は大変緊張の中、喜久生
前会長より「会長」というタスキを
受けました。ですが、大変立派な方
からの引継ぎで、一体私には何が出来るのか考えた
結果、
「私なりに一生懸命取り組むこと」しかないと
思い、とりあえず例会や事業、地区の行事等、全部
出席をしようと決めました。あとは大きな事業が有
りましたので、チームワークが大切で、そのため会
員の親睦を図ることを考え、なるべく会員が顔を合
わせる機会を作り、会員同士が声を掛け合う事が大
事だと心がけました。おかげを持ちまして、40 周年
記念事業やその他の計画した事業は無事終えること
が出来ました。改めて会員の皆様や、何度も打合せ
した理事・役員会の皆さん、それからそばで支えて
くれた三役・先輩方に感謝を申し上げます。ガバナ
ーの言葉を引用すると、 thinks

Rotary、sleeps

Rotary、and dreams Rotary、
「寝ても覚めてもロー
タリー」の 1 年半でした。最後に、次期の波多野好
文君と次々期の波多野篤志君の立派な方々にタスキ
を繋ぐことが出来て良かったと思っています。一年
間大変お世話になり、本当に有難う御座いました。
＊直前幹事あいさつ
波多野篤志直前幹事
1 年間お世話になりありがとうご
ざいました。まだロータリーに入
りまして 3 年足らずで幹事をさせて頂き、大変不安
がありましたが、何とか一通りは出来たのではない

かと思っております。幹事をして一番思いましたの

ＮＡを今年もなるべく発信できるように幹事として

は、世代的に若者が頑張らないといけないと感じま

の役目を務めさせて頂ければと思っております。ご

した。先輩方のお力により 40 周年記念も、無事成功

指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

出来、有難いと思っております。今後もご指導・ご
協力頂きたいと思います。これから関中央ＲＣ が
益々良くなっていくこを祈念致しましてご挨拶とさ

・・・通常総会懇親会・・・
＊来賓のご紹介

せて頂きたいと思います。本当にありがとうござい

関市長 尾関健治様

ました。

岐阜新聞社中濃総局長 足立泰弘様

＊新会長あいさつ

中日新聞社関支局長 勝見敬吾様

波多野好文会長

＊2016～2017 年度ニコボックス表彰

年次運営計画書の就任の挨拶で書

<高額協力賞>伊佐地金嗣君

きましたが、伝統ある関中央ＲＣ

<最多投函賞>石原妙生君、小澤重忠君、前田仁夫君

の 41 代会長を務めさせて頂くことになりまして、大

川上勉君、川村紳一君、高井良祐君、波多野篤志君

変光栄ではありますが、大きなプレッシャーも感じ

＊2016～2017 年度皆出席表彰

ております。本年度ＲＩ会長はイアン H.S.ライズリ

(38 年)前田仁夫君 (22 年) 小澤重忠君

ー氏で、テーマは「ロータリー：変化をもたらす」

(21 年)神谷秀幸君 (16 年) 高井良祐君

です。地区 2630 地区のガバナーは田山雅敏氏で『未

(14 年)山田文夫君 (11 年) 小川糧司君

来を創造しよう』をテーマにされ、10 年後を見据え

(10 年)波多野好文君、古田博文君

たロータリー活動をしないといけないということで

(9 年)川上勉君

す。私からの目標は「親睦からのロータリー」とし

(6 年)佐藤忍君 山本義樹君

ました。クラブ内の親睦なくして奉仕活動はできな

(5 年)石原妙生君 (4 年)伊佐地金嗣君、川村紳一君

いということで、クラブ内の親睦を徹底的に図りた

(3 年)波多野篤志君

いと思っております。まず 9 月 7 日にはバーベキュ

(1 年)大藪太君、土屋敏幸君、長谷川修君、

ー大会を行います。また本年度はＩＭもあり皆様の
ご協力がなければできませんので宜しくお願い致し
ます。また、会員増強は大変厳しい問題です。石原

(7 年) 西田健一君

藤村伸隆君、吉田和也君
＊出席委員会
会員数３２名、本日の出席２６名です。

前会長が今期は会員増強委員長ですが、新しいパン

＊ニコボックス委員会

フレットも出来ておりますので、皆さんも会員増強

・伊佐地ガバナー補佐

にご協力を宜しくお願い致します。予算が厳しく非

本年は格別お世話になりますが宜しくお願い致しま

常に難しいところもありますが、頑張っていきたい

す。

と思いますので宜しくお願い致します。

・会長・副会長・幹事

＊新幹事あいさつ

本日から 1 年間お世話になります。この 1 年楽しん

長谷川修幹事

でいきましょう。よろしくお願いします。

ロータリーに入って今年 5 年目と

・前会長・前副会長・前幹事

いうことで、まだロータリーの知

本日は 2017～2018 年度の通常総会です。波多野会

識は浅いと思います。そんな中でロータリーを知ろ

長の元新しい船出です。又、本日で石原会長が最終

うと自分なりに意識してきたことは、なるべく会員

の例会です。1 年間ありがとうございました。

の皆様とお付き合いし、お話しに耳を傾けながらロ

・小澤重忠君

ータリーというものを理解しようと努めてきました。

旧年度より新年度へのバトンタッチも順調。旧年度

一生懸命勉強させて頂き、優秀な波多野前幹事のＤ

の理事・役員の皆さんご苦労さまでした。また、新

年度の波多野好文会長はじめ理事・役員の皆さんの
活躍を期待しています。
・小川糧司君
石原会長 1 年間ご苦労さんでした。
２６名のご投函ありがとうございました。
＊メークアップ報告
7/3 第 1 回会長・幹事会 伊佐地金嗣君、波多野好文
君、長谷川修君、小川糧司君
7/5 ガバナー補佐クラブ訪問(各務原 RC) 伊佐地金
嗣君
＜次例会の案内＞
第１９０６回 ２０１７年７月２０日（木）
「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」 担当：会長・幹事

