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新年度活動方針

／担当

たようです。世界遺産に登録されたところは観光地

会長・幹事

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱

としてにぎわうケースが多いのですが、ここでは少

＊会長あいさつ

し様子が違っています。

波多野好文会長

ポーランド・クラクフで開催され

さて、話は変わりますが、大変暑い日が続いてい

た、ユネスコの世界遺産委員会は

ます。まだ梅雨が明けてないうちから、こんなに暑

９日、東アジアの交流の歴史を示

くて大変ですが、気象庁によると、今年の夏は暑く

す福岡県の古代遺跡「神宿る島」

て猛暑だという事です。まだまだ暑さの本番はこれ

宗像・沖ノ島と関連遺産群を世界文化遺産に登録す

からだと思われます。暑さの記録ですが、平成 19 年

ることを決めました。この沖ノ島は今でも貴重な古

8 月 16 日に埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で 40.9℃

代祭祀の痕跡や約 8 万点の奉納品が残されています。

という記録があったのですが、高知県の江川崎とい

その理由としては、今でも女人禁制で、男性も上陸

う所に平成 25 年 8 月 12 日に 41℃で抜かれたようで

は通常認められておらず、許された場合でも、着衣

す。その他上位を見ると山形・甲府など内陸部が上

を全て脱いで海に入り、みそぎをしなければなりま

位を占めています。これはフェーン現象の影響かと

せん。現在、神職ら以外の一般男性が沖ノ島に渡っ

思われます。今年の夏は猛暑と予想され、ありがた

て参拝できるのは毎年 5 月 27 日の大祭の時だけで、

い事ではありませんがどんな記録がでるか大変楽し

この時も 200 人に限定されています。また、沖ノ島

みです。以前、インターアクト中・東濃大会で、タ

は「不言様(おいわずさま)」とも呼ばれ、島で見聞き

イからの留学生のスピーチで日本へ来て驚いたこと

した事を口外してはならないとされてきました。島

は「冬の寒さに驚いた」それよりも驚いたことは「夏

からは「一木一草一石たりとも持ち出してはならな

の暑さに驚いた」というのがありました。日本は四

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

季があるのです。だから美しいのです。私は体型か

・ニコボックス委員会

らも暑さが大嫌いです。皆様、熱中症には大変注意

高井良祐委員長

してＲＣ活動を行ってください。

【基本方針】

＊Ｃ．Ａ新年度活動方針

会員及びお客様から日常的な事か

・会場監督

ら、特別な出来事まで、歓喜、感動、感謝の気持ち

古田博文委員長

【基本方針】

を気軽に投函していただき、これを披露し和やかな

例会をスムーズに進行させ、ロー

例会の雰囲気作りに努める。

タリーらしく品格あるものにし、

【事業計画】

会場を会員相互のより親密なコミュニケーションの

1.会員が気軽に投稿出来る雰囲気作りに努める。

場にする。

最近の投函の内容は何も書いていない方がほとん

【事業計画】

どですが、嬉しいことは勿論ですが、失敗談など

1.会長・幹事及び例会担当委員会委員長との連絡を

どんどん遠慮なく書いて頂きたいなと思っており

密にし、スムーズな例会進行に努める。

ます。

2.例会食の無駄を無くす。

2.ニコボックスへの投函受付、披露は会員交代で行

3.例会の私語を徹底的に無くす。

う。

特に外部からいらっしゃったお客様に対しては慎

3.最多投函者、高額協力者には感謝の意を込めて記

むべきであろうと思います。

念品を贈る。

4.例会場の席割に工夫をし、全会員とコミュニケー
ションを取れる様配慮する。

4.持ち出し例会でのニコボックスの開設は随時行う。
たくさん投函して頂くと、有意義なロータリーの

今年度中に 1～2 度ぐらいは席を指定し、いつもと

運営が出来ると思いますので随時行っていきたい

は違う席割にしたいと思っております。

と思います。

5.来賓、来訪者、外部からの卓話者に対して、歓迎

・クラブ会報委員会

と感謝を例会場全員で表せる様、配慮、工夫をする。

大藪

太委員長

皆さんのご協力を頂きおもしろい会場監督ができる

【基本方針】

様に頑張っていきたいと思います。

毎週会報を作成し、会員にメール

・ロータリー情報委員会

で送信する。例会に出席出来なか

古田育則委員長

った会員にも例会の内容が分かるように出席した会

【基本方針】

員には内容の再確認ができるのとし、情報を共有す

会員のロータリーに対する知識と

ることによって会員相互の親睦が深められるものと

理解を深めるために、楽しい情報をより早く伝える

する。

ように努力する。

【事業計画】

【事業計画】

1.分かりやすい会報の作成に努める。

1.入会候補者をスポンサーと共に訪問して、ロータ

2.例会の雰囲気がわかるような写真を挿入する。

リーを説明して予備知識を与え、会員の特典や有意

3.他の会報、情報誌などを参考により良い会報の構

義さ、楽しさなど、有益な情報を提供する。

成を検討する。色々な情報誌を参考に少しでも読み

2.例会活動を通じ、随時新しい情報を提供する。

やすい興味を持って頂けるような紙面にしたいと思

3.I.G.M を開催し、
当日出席できない会員は他の日の

っております。

出席者と交替して、必ず一回は出席するようにする。

4.例会の内容報告以外の、ロータリーにふさわしい

4.I.G.M 年次計画書は年次運営計画書の 26 ページを

内容も盛り込む。現在は例会の内容報告がメインで

ご覧ください。

はありますが、奉仕に関するような記事がありまし

たら、ロータリーの報告以外にも織り交ぜて報告し

の国際交流を深め、他国の生活習慣・文化・風俗・

たいと思います。特に卓話に関しては非常に興味深

言語等を理解することにより、お互いの国を理解す

い話がありますので、欠席された会員の方にはそう

ると共に自国をも深く理解する。青少年に国際感覚

いう内容が伝わる会報にしたいと思っております。

を身につける良い機会を与えるとともに、日本およ

・インターアクト委員会

び他国を理解した上での国際社会に貢献できる新世

吉田和也委員長

代を育成する。

【基本方針】関商工インターアク

【事業計画】

トクラブを支援し、積極的に地域

関市近郊から留学生を派遣する。また、関市近郊へ

社会への奉仕や国際親善活動へ参加出来る様に協力

の留学生を受け入れる。

する。

青少年交換制度における留学の意義を理解し、その

【事業計画】

意志のある人材を育て、派遣する。派遣後には後輩

関商工インターアクトクラブの活動を支援する。

への指導助言する役を受け持つ。

・里山・森林整備・岐阜県中・東濃地区ＩＡ協議会

留学生を受け入れる意義を理解し、ホームステイを

・長良川水系の水質調査と清掃 ・顧問教師部会

する中で、日本の文化、習慣、制度などを日常生活

・台湾景文高校との交流 ・I.A.C 地区年次大会

を通して理解してもらう。

昨年度までは関商工書道部がメインになって活動を

ホームステイ受け入れ家庭にも国際交流の意義を理

して頂いておりましたが、今年度から部員の対象は

解してもらう。ホームステイ受け入れ家庭と連絡、

全校生徒に変わっております。来年 2 月からは交換

話し合いする場を持ち、必要があれば助言する。

交流の受け入れ準備が始まりますので皆様にご協力

青少年交換は相手が来る、もしくはこちらが行く

頂きながら活動させて頂きたいと思っております。

条件が整わないと出せません。ロータリーの意義は

・米山記念奨学委員会

「青少年の育成」と「国際交流」が非常に大きいと

波多野源司委員長

思いますので、次世代を担う子供たちに海外に行っ

【基本方針】

て頂き、その国を勉強するほどに日本という国をさ

米山奨学事業を理解し、奨学金制

らに自分で理解を深めてくれるのだろうと思います。

度へ積極的に協力と支援をする。

今後の活動についてご協力を宜しくお願い致します。

【事業計画】

＊出席委員会

1.派遣学生については、まずクラブ会員の子弟に理

会員数３２名、本日の出席２２名です。

解を求め、一人でも多く海外に派遣できるよう努め

＊ニコボックス委員会

る。

・会長・副会長・幹事

2.受け入れ学生を支援し、交流を深める。

新年度となりました。各委員会 委員長様、活動方

3.米山奨学制度のＰＲに努め、寄付金協力を求める。

針の発表よろしくお願いします。

委員は一人でございますが、一年間皆様方のご指導

・高井良祐君

ご鞭撻を賜りつつ一生懸命努めていきたいと思いま

本年度 ニコボックス委員長の高井です。楽しいご

す。

投函を多数期待しています。

・国際青少年交換委員会

・小澤重忠君

喜久生明男委員長

新年度活動方針発表の委員長様 ご苦労さまです。

【基本方針】

・石原妙生君

海外との青少年交換制度を利用し、

皆さん新年度もよろしくお願いします。

青少年を相手国へ派遣し、また、

２１名のご投函ありがとうございました。

相手国から青少年を受け入れる。これにより青少年

＊幹事報告

本日の例会終了後、理事・役員会を行います。また
来週の例会終了後は IM 実行委員会を行います。関
係者の方はご出席をお願い致します。
＊メークアップ報告
7/8 地区大会企画会議 伊佐地金嗣君
7/12，13 ガバナー補佐クラブ訪問 伊佐地金嗣君
(郡上長良川 RC・郡上八幡 RC・各務原中央 RC)
＜次例会の案内＞
第１９０７回 ２０１７年７月２７日（木）
「ガバナー補佐によるＣ．Ａ」 担当：会長・幹事

