
   

例会日：毎週木曜日 18時 30分   例会場：関観光ホテル 住所：関市池尻 91-2 

事務局：関市西本郷通 5-2-53  TEL(0575)24-7332  FAX(0575)23-5278 

会長 波多野篤志  副会長 古田博文  幹事 吉田和也  クラブ会報委員長 塚原康寿 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 1945回例会  2018年 7月 12日（木） 

「ガバナー補佐によるＣ．Ａ」 ／ 担当 会長・幹事 

 

 

 

 

・・・2018～2019 年度 通常総会次第・・・ 

・点鐘 会長 波多野好文 

・「君が代」・「奉仕の理想」斉唱 

・開会のことば 副会長 佐藤 忍 

・会長あいさつ 会 長 波多野 好文 

・定足数の確認報告 幹事 長谷川 修 

・議長選出〈波多野好文会長登壇〉 

・議事  

①2017～2018 年度事業報告 幹事 長谷川 修 

 ②2017～2018 年度会計決算報告 

 会計 波多野篤志 

    会計監査報告 小澤 重忠 

③関中央ロータリークラブ細則・内規の改正 

 幹事 長谷川 修 

④その他 

・新旧会長・副会長・幹事バッジ 

・クラブ旗引継ぎ（ＳＡＡ） 

・直前会長あいさつ 直前会長 波多野好文 

・直前幹事あいさつ 直前幹事 長谷川 修 

新旧会長、副会長、幹事 席の交替 

新旧会場監督の交替 古田博文～石原妙生 

・新会長あいさつ  会長 波多野篤志 

・新幹事あいさつ    幹事 吉田 和也 

・議長選出〈波多野篤志会長登壇〉 

・議事 ①2018～2019 年度事業計画について 

幹事 吉田 和也 

    ②2018～2019 年度会計予算について 

会計 大藪 太 

    ③その他 

・閉会のことば  副会長 古田博文 

・点鐘 会長 波多野篤志 

＊会長挨拶 波多野好文会長 

皆さんこんばんは、今日は２回

も挨拶があり、何を話そうかと迷

いましたが、とにかく今日は通常

総会ですので、皆様、慎重且つ、

前例会の記録 第 1944回 2018年 7月 5日（木） 

通常総会・懇親会 

／担当 会長・幹事・親睦活動委員会 

 

 

 

2018～2019年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「自ら行動するロータリーへ！」 



スピーディーな審議をよろしくお願いします。                                     

＊新旧会長・副会長・幹事バッジ交換 

 

 

＊クラブ旗引継ぎ 

 

 

＊直前会長挨拶 

 波多野好文直前会長 

これで肩の荷がおりまして、私の

肩書に直前がつきました。思い起

こせば１年前ちょうどこの会場で会長になりました。

会報や新聞を見ると、これから始まる事の重大さに、

思わず顔がこわばっているのがよくわかりました。

実を言うと、まさに身の細る思いで、５キロ程痩せ

まして、皆さんほとんどわからないと思いますが、

会長をやったせいかどうかもわかりませんが、新し

い３役の方はまさに、その通りだと思います。まあ

とにかく、皆様の御協力により、思い残すところな

く、無事つとめられましたことに感謝します。どう

も有り難うございました。 

＊直前幹事挨拶 長谷川修直前幹事 

はじめての幹事ということで、波多

野会長、佐藤副会長に支援して頂き

ながら、何とか 1 年間過ごせました。

次回またご指名頂くときがあれば、

勉強させて頂き、皆様のためになれるように頑張り

たいと思います。本当に 1 年間ありがとうございま

した。 

＊新会長挨拶 波多野篤志会長 

今年度 42 期会長を務めさせていた

だきます。大変緊張していますが、

関中央ロータリークラブ発展と会

員一人一人のロータリーライフが

より充実するようにクラブ活動を進めていきたいと

思っていますので、皆様のご協力又、ご意見・ご鞭

撻をよろしくお願いします。 

今年度の RI 会長のバリー・ラシンさんは、「イン

スピレーションになろう」 Be The inspiration を

テーマに掲げられました。また、今年度ガバナー木

村静之さんは、「理念をかかげ 意欲を喚起し 共に

行動」をテーマに掲げられました。 

関中央ロータリークラブの今年度のテーマは、「自

ら行動するロータリーへ！」とさせて頂きました。 

新しい奉仕活動を計画し実行する年にしたいと考え

ています。地区の重点目標に重ねて計画を発表しま

す。地区重点目標は次の 5 つです 

１ 「奉仕の理念」の浸透と例会の充実 

２ 会員基盤の強化、意欲の喚起 

３ 奉仕活動の充実 

４ 公共イメージと認知度の向上 

５ ロータリー賞、RI 会長特別賞に挑戦しよう  

となっています。 

１ 奉仕の理念を学ぶ場が例会です。例会によって

理念が改めて会員に浸透すると言われています。例

会のプログラムを大切にし、参加しやすくします。

又、月に 1 回どんぶりの日も計画しました。 

２ 今年度の会員基盤増強委員長 波多野好文さん

と前年度の委員長（副委員長）の石原妙生さんを中

心に会員全員で行動をしていきたいと思います。 

３ 財団の補助金を使った事業をします。ひとり親



家庭の子どものために米作りを始めました。また、

今年は関商工の学生を台湾の景文高校に連れていき

ます。親睦を兼ね、夫婦同伴で参加していただきた

いと思い計画しています。 

４ ホームページを立ち上げました。これから活用

方法を考えながら運営します。また、新聞社への広

報も積極的に行いたいと思います。 

５ 結果的にもらえたら良いなと思います。 

それぞれの事業は、単年度の計画ではなく、複数年

もしくは長期計画としなければうまくいきませんの

で各委員長さんよろしくお願いします。冒頭にも申

し上げましたが、今後のクラブ活動が地域のために

なり、会員一人一人のロータリーライフがより充実

するように頑張っていきたいと思いますのでご支援

ご協力をよろしくお願いします。 

＊新幹事挨拶 吉田和也幹事 

今年度幹事をさせて頂きます。さ

あいよいよ始まったという感じで

すが、私自身まだクラブの事業を

しっかり理解していないところも

あります。波多野会長、古田副会長にご指導頂きな

がら、また会員皆様にご鞭撻頂きながら、精一杯幹

事を務めさせて頂きたいと思いますのでよろしくお

願い致します。 

・・・通常総会懇親会・・・ 

＊来賓のご紹介 

関市長 尾関健治様 

岐阜新聞社中濃総局長 足立泰弘様 

＊会長挨拶 波多野篤志会長 

先ほどの総会では、慎重審議、スムーズな進行にご

協力ありがとうございました。先ほど発表しました

ように、今年度のクラブのテーマは「自ら行動する

ロータリーへ！」です。皆さんのロータリーライフ

がより充実するように、自ら行動を起こしてくださ

い。関中央ロータリークラブの活動が、より一般の

方に認識されるように頑張っていきますので、皆様

のご協力をよろしくお願いします。親睦無くしてロ

ータリーは成り立ちません。本日も多いに親睦を図

っていただいて、今年度の活動を盛り上げていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

＊来賓挨拶 

＊関市長 尾関健治様 

今日は総会ということでお疲れ

さまでございました。今日は長良

川の状況を見て頂いても分かるよ

うに、災害が心配される状況です。 

関中央ロータリークラブ様は、地域のために色々

な活動をして頂いております。今年度も波多野会長、

吉田幹事のもと更にご活動頂ければ、関市全体とし

ても有難いと思っております。関市も再来年度、市

政 70 周年の節目の年を控えております。関中央ロー

タリークラブの益々のご発展を心からお祈りいたし

まして、感謝とお祝いのご挨拶とさせて頂きます。

本日は誠におめでとうございます。 

＊岐阜新聞社中濃総局長 

 足立泰弘様 

今までも色々な活動を紙面で紹介

させて頂いておりますが、本年度の

8 月 7 日新規立ち上げ事業などにつきましても、取

材をさせて頂き、皆様の活動を紹介させて頂くこと

で、認知度の向上に役割を果たすことが出来るので

はないかと考えております。本日はおめでとうござ

います。 

＊乾杯 波多野好文直前会長 

まさに波多野から波多野へのバトンタッチでした。

今年度は初めて、財団の補助金を使った事業もある

ようですので、新会長を皆さん盛り上げていって下

さい。関中央ロータリークラブのますますの発展と、

今日ご参集の皆様のご多幸、ご健勝を祈念して、乾

杯！ 

＊2017～2018 年度ニコボックス表彰 

<高額協力賞>伊佐地金嗣君 

<最多投函賞>波多野好文君、喜久生明男君、 

高井良祐君、前田仁夫君、山田文夫君 

佐藤忍君、波多野篤志君 

＊2017～2018 年度皆出席表彰 

(39 年) 前田仁夫君  (23 年) 小澤重忠君 

(22 年) 神谷秀幸君  (17 年) 高井良祐君 

(15 年) 山田文夫君  (12 年) 小川糧司君 

(11 年) 波多野好文君 (10 年) 川上勉君 



(8 年) 西田健一君  (7 年) 佐藤忍君 

(6 年) 石原妙生君  (5 年) 伊佐地金嗣君 

(4 年) 波多野篤志君 (2 年) 長谷川修君、吉田和也君 

＊出席委員会 

会員数 32 名、本日の出席 26 名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

いよいよ新年度が始まりました。会員のみなさまに

はお世話になりますが、ご協力をよろしくお願い致

します。 

・直前会長・直前副会長・直前幹事 

会員の皆様一年間ありがとうございました。 

・広瀬恒行君 

妻の誕生日には虎屋さんの美味しいお菓子を有難う

ございました。波多野・吉田丸の船出おめでとうご

ざいます。 

・喜久生明男君 

前会長 波多野好文さんをはじめとした幹事の皆様

ご苦労様でした。私も 6 月で日本ホッケー協会副会

長を勤め上げました。又、日本臨床整形外科学会で

も名誉会員として表彰され、2 つの役を終了するこ

とができました。今年度の会長 波多野篤志さんを

はじめ、幹事の皆様よろしくお願いします。 

・石原妙生君 

波多野好文会長、1 年間おつかれ様でした。 

・小澤重忠君 

通常総会開会を祝して。 

26 名のご投函ありがとうございました。 

＜次例会の案内＞ 

第 1946回 2018年 7月 26日（木） 

「Ｃ．Ａ新年度活動方針」 担当：会長・幹事 


