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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 第１９０７回例会 ２０１７年７月２７日（木） 

ガバナー補佐によるＣ．アッセンブリー ／ 担当 会長・幹事 

前例会の記録 

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 

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

＊会長挨拶 波多野好文会長 

今週はいろいろな行事がありまし

た。７月１４日の金曜日には、大雨

の中を関商工へ長谷川幹事、吉田イ

ンターアクト委員長と３人で新任の挨拶に行ってき

ました。山田校長先生に年次運営計画書を渡して、

一年間の行事の説明と打合せをしてきました。その

中で景文高校からの受け入れは来年の５月ぐらいで

あろうという話もしてきました。 

それから１５日の土曜日には岐阜グランドホテル

で１２：００より財団の研修セミナーが有り、西田

Ｒ財団委員長と出席してきました。今回変わったと

ころは、特定非営利活動法人 国連ＵＮＨＣＲ協会

の中村恵様のテーマ「元ロータリー財団奨学生と国

連難民高等弁務官事務所(ＵＮＨＣＲ)」という講演が

ありました。中村さんは東京外国語大学のフランス

語学科を卒業して、フランスへＲ財団の奨学生

(1983-1984 2790 地区・松戸東ＲＣ)として留学し

て、ベルリンの壁の破壊も経験したそうです。 

その中でとくに印象に残ったのは、７人のＲ財団奨

学生の紹介があり、７人ともすべて女性で国連難民

高等弁務官の緒方貞子さんにあこがれて弁務官にな

ったという話や、その７人の中に、岐阜北ＲＣより

の奨学生の神山ゆき子さんがいるという話でした。 

その後補助金についての説明が有り、全国すべての

クラブが寄付金を払い補助金が受けれるようになっ

たという事との説明がありました。大きく分けると、

地区補助金・グローバル補助金があり、地区補助金

は地区内で単年度に行う作業に出る補助金でクラブ

単独でおこなわなければならないという規定があり

ます。来年度の補助金は今年度の１２月までに申請

が必要です。グローバル補助金は海外のクラブと提

携して行う事が必要で何年間もかかる奉仕活動に使

用できますが、各年報告が必要です。地区補助金に

ついては来年度使いたい旨がありますが、１０月２

１日に三重県の津で２回目の説明会がありますので、

よろしくお願いします。地区補助金については、前

年度２７件の申請があり、一部訂正されましたが、



すべて降りたそうです。只、予算が非常に厳しいそ

うなので、Ｔシャツを作る等には使用できないそう

です。 

そして、１６日の日曜日には一般社団法人 関青年

会議所（ＪＣ）の創立６０年記念式典及び祝賀会に

行ってきました。ここではＪＣのＯＢの方も何人か 

見えると思いますが、記念式典は文化会館の大ホー

ルで、祝賀会は関カントリークラブで行われました

が、若いだけあって、ビデオ等を駆使しで歴代の会

長を紹介するなど大変すばらしい記念式典であった

ことをご報告申し上げます。 

＊Ｃ．Ａ 新年度活動方針 各委員会の活動方針 

・雑誌・広報委員会 

        塚原康寿委員長 

【基本方針】ロータリークラブの奉

仕プロジェクトや活動内容などの

情報を、地元の人々に発信し、当クラブの存在を地

域社会に広く認識してもらうことで、会員の増員お

よび維持に努める。 

【事業計画】 

1.「ロータリーの友」、「ガバナー月信」および「会

報」を会員に配布する。 

2.当クラブの奉仕プロジェクトや活動内容を事前に

マスコミ等に伝え、ロータリークラブをアピールす

る。 

3.会員にロータリー徽章(襟ピンなど)の着用を徹底

させる。 

・ロータリー財団委員会 

 西田健一委員長 

【基本方針】Ｒ財団の標語「世界で

よいことをしよう」と、Ｒ財団の使

命「ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、教

育への支援を深め、貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」

の考えのもとに次の具体的な活動を実践する。 

〇財団寄付の推進 〇人道支援事業への参加と促進 

〇ポリオ撲滅活動の推進〇財団の補助金の有効活用 

【事業計画】 

1.全会員、1人 150ドル（年次寄付）、ポリオ・プラ

ス寄付 30ドルを行う。 

2.地区補助金を利用し、ロータリー財団の使命を達

成できるよう会員全員で具体的なプロジェクトを考

え、次年度達成を目指そう。 

3.ロータリーカード未加入者に加入を推奨する。 

先日7月15日地区財団研修会セミナーがありました

ので発表させて頂きます。全会員一人 150ドルの年

次寄付を行うことと、ポリオ・プラス基金 30ドルの

寄付については先程申し上げました。1988年には 35

万件あったポリオが2015年6月ではわずかになって

きたとのことです。ポリオ常在国はわずか 3ケ国（パ

キスタン、アフガニスタン、ナイジェリア）になっ

ているということですがもう 99％減少し、残る所は

1%となったとのことです。ポリオ・プラスのプラス

とは何かといいますと、はしかの予防接種、マラリ

ア予防の蚊帳の配布、清潔な水の提供及び保健の問

題の取り組みを行っているとの事でした。 

 当日、元ロータリー財団奨学生で現在国連難民高

等弁務官事務所に勤務している中村恵さんの講演が

ありました。元高等弁務官の緒方貞子さんもＲＣ財

団の奨学生であり、現在活躍中の国連軍縮担当上席

代表で国連事務次長の中満泉さんもＲＣ財団の奨学

生であるとのことでした。現在 7名の日本の女性が

国連高等弁務官事務所に勤務されてみえますが、皆

さんＲＣ財団奨学生でうち一人は 2630地区の岐阜

北ＲＣからの奨学生であるということでした。 

地区補助金申請については、本年の 12月までに申請

書を作成し、2018年 1月頃申請書を提出、2018年 8

月頃補助金を受け取る。2018年 7月～2019年 3月

までに事業を行う。2019年 4月までに事業報告書を

作成し、提出という運びです。なお、この補助金の

額は 3年前の一人当たりの寄付金の額で補助金が決

まるという事ですが、我が関中央ＲＣは 2015～2016

年度の当クラブの寄付金の額で、今年度申請できる

金額はクラブ拠出金の額にもよりますが 5000ドル、

約 50万円になると思います。 

 いずれにしても 2年 3年にまたがる事業になりま

すのでクラブの取り組み方も役員構成も先を見据え

た考え方、活動が必要ではないかと思います。皆さ

んで計画を立てて頂きましたら申請させて頂きます。

どうか活用して頂きたいと思います。次回財団セミ



ナーは 10月 21日三重県で開催予定です。また勉強

してきます。 

・親睦活動委員会 山本義樹委員長

【基本方針】会員及び会員家族の親

睦と友情を深めるため、楽しい例会

の運営に努めるとともに、親睦交流

事業に多くの皆様に参加していただけるよう企画・

推進いたします。 

【事業計画】会員相互の親睦と友情を深めるため、

例会場でのお世話をする。 

・年間事業計画 

 通常総会懇親会、年次総会懇親会、クリスマス・

結婚記念例会、新春例会、親睦家族旅行 

・夫人誕生日のお祝い・バーベキュー例会 

・同好会の活動サポート（ゴルフ、野球、ウォーキ

ング同好会） 

夫人誕生日祝いにつきましては予算が少なくなりま

したのでご理解をお願いしたいと思います。私は職

業が油屋（石油販売）でございますので会の潤滑剤

となるべく頑張りたいと思います。 

・出席委員会 土屋敏幸委員長 

【基本方針】クラブ会員に出席規定

を理解していただき、出席率の向上

を図る。会員同士の情報交換及び友

情を深め、奉仕活動、親睦活動への

積極的参加をサポートする。 

【事業計画】 

1.出席率の向上を図り、例会に協力する。 

2.メークアップされた会員をクラブ会報へ記載する。 

3.出席率上位の会員には記念品を贈り表彰する。 

4.出席の受付は、出席委員の当番制で行う。 

・会員基盤増強維持委員会 

 石原妙生委員長 

【基本方針】会長の強いやる気のも

と、新入会員の促進を行い、クラブ

の発展に努める。 

【事業計画】 

1.会員増強・職業分類・会員選考の各委員会と協調

し、年間を通じて継続的に進める。 

2.入会候補者を選定し、例会・会合等への出席を促

し、入会につなげる。 

3.若い人や女性の会員対象者を選定する。 

委員は理事・役員とありますが会員全員ということ

でお願いしたいと思います。会員増強につきまして

は最重要課題といわれており、会長を中心に進めて

いきたいと思います。「若者の会」というのを２回程

開いておりますが、横の繋がりで少しずつ候補者を

選びながら誘って頂きたいと思っております。入会

案内を作成しましたので、皆さんにＰＲして頂きた

いと思います。よろしくお願い致します。 

・職業分類委員会 石原妙生委員長 

【基本方針】未充填職業分類の会員確保に努め、新

会員推薦に対して速やかに対応する。 

【事業計画】未充填の職業分類表を作成して会員に

配布し、新会員の推薦を促進したい。 

・会員選考委員会 石原妙生委員長 

【基本方針】推薦された会員候補者の人格、職業上

及び社会的地位などを調査し、理事会に報告する。 

【事業計画】基本的に推薦者を信頼するが、以下の

項目を総合的に判断して報告する。 

1.職業人として評判は良いか。 

2.奉仕活動に理解があるか。 

3.例会や諸行事に積極的に出席できるか。 

4.好意と友情を深めることができるか。 

・プログラム委員会 

 長谷川修委員長 

【基本方針】会長・幹事と各委員会

の協力を得て、事業計画に沿った内

容とし、会員にとって楽しい例会になる様なプログ

ラムにする。 

【事業計画】 

1.年間の例会予定表を作成する。 

2.各委員会には、出来るだけ早く担当例会の案内を

出し、内容を知らせてもらうようにする。 

3.会員同士の理解を深めるため会員卓話を多くして

いきたい。 

皆さんに情報を頂きプログラムの中に盛り込んでい

きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

 



・Ｉ．Ｍ．実行委員会 

 小川糧司委員長 

11月 12日ＪＡめぐみの本店で行う

予定となっております。例会終了後、

ＩＭ実行委員会で具体的な事をお

話ししますが、案をお話ししたいと思います。テー

マには「今できること」と題して行い、二酸化炭素

の削減、エネルギーの節約等についてもう一度皆様

方の認識を深めて頂くために、地熱を使った技術を

紹介したいと思います。講演は岐阜地中熱利用研究

会会長の岐阜大学工学部の先生、事例報告としまし

てはオンダ製作所㈱様、棚橋工業㈱様にお願いした

いと思っております。それによってエネルギーの節

約を考えて頂ければと思っておりますのでどうぞよ

ろしくお願い致します。 

＊７月度ＩＧＭの報告 

  レポーター 前田仁夫会員 

7月 19日 18時半から味の孫六で開

催。カウンセラー 波多野好文会長、

Ｒ情報委員 古田育則さん、世話係 吉田和也さん、

義務出席者 石原妙生さん、塚原康寿さん、土屋敏

幸さん、桜井秀義さん 

カウンセラーの波多野会長からは、今年一年間ご協

力をお願いしたいとの挨拶がありました。古田育則

Ｒ情報委員長からはＩ．Ｇ．Ｍについて独自の意見

もありました。お互いに会員同志、もっとその人の

職業や人生観について「お酒を飲みながら楽しく仲

間のロータリアンと職業を知り、その人の生き方を

知れたら・・」とのお話しもありました。 

 新しいクラブ入会案内を見せて頂きました。そし

て会員増強について話が集中しました。メンバーが

少ないと個人負担が増える、クラブの奉仕活動や行

事にも影響が出てくるのではないかというお話もあ

りました。今年 6月の長良川河川例会は会員が 12～

13名で大変寂しい奉仕活動でした。会員増強の問題

は 20年前 80名だった会員が、現在 32名でマイナ

ス 48名です。計算だけでいくと 10～12年で会員は

0となる計算になります。実際はそんなことはあり

ませんが計算すると恐ろしいことになります。Ｊ

Ｃ・商工会議所青年部や関中央ＲＣＯＢの子弟など

色々ルートはあるようですが、誰がどこへ行き、ど

うなったのかという具体性がないようです。その辺

りが会員増強のキーになるのではないでしょうか。

また、古田育則Ｒ情報委員長にお願いして第 1例会

には必ず「4つのテスト」の唱和をお願いすること

も確認させて頂きました。 

＊出席委員会 

会員数３２名、本日の出席２１名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

新年度の活動方針、各委員会 委員長さん発表よろ

しくお願いします。 

・土屋敏幸君 

昨日はＩ．Ｇ．Ｍで飲み過ぎました。まだ気持ち悪

いです。 

21名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・地区大会のリーフレットを配布しましたのでご覧

下さい。 

・例会終了後、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 

7/14 関商工へ挨拶 

波多野好文君、長谷川修君、吉田和也君 

7/15 ロータリー財団研修 

伊佐地金嗣君、波多野好文君、西田健一君 

7/16関ＪＣ創立 60周年記念式典 波多野好文君 

7/18ガバナー補佐クラブ訪問(関ＲＣ)伊佐地金嗣君 

7/19  〃  (各務原かかみのＲＣ)伊佐地金嗣君 

7/19Ｉ．Ｇ．Ｍ 

 波多野好文君、古田育則君、吉田和也君、 

塚原康寿君、前田仁夫君、石原妙生君、 

土屋敏幸君、桜井秀義君 

7/20ガバナー公式訪問（郡上八幡ＲＣ・郡上長良川

ＲＣ）伊佐地金嗣君 

＜次例会の案内＞ 

第１９０８回 ２０１７年８月３日（木） 

会員卓話 喜久生 明男会員 

テーマ  「私の履歴書」 


