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副会長

2019～2020 年度
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高井良祐

幹事

住所：岐阜県関市池尻 91-2

FAX(0575)23-5278

土屋敏幸

クラブ会報委員長

長谷川修

関中央ロータリークラブ会長テーマ

「One for all, All for one.
協力しあい成長するロータリー！」

本日のプログラム
「

前例会の記録

第 1982 回例会

ガバナー補佐によるＣ．Ａ

第 1981 回 2019 年 7 月 4 日（木）

「通常総会・懇親会」
担当

会長・幹事・親睦活動委員会

・・・2019～2020 年度
１．点

」

鐘

通常総会次第・・・
会

長 波多野篤志

2019 年 7 月 11 日（木）
／

担当

会長・幹事

１．新旧会長・副会長・幹事バッジ、クラブ旗引継
ぎ（ＳＡＡ）
１．直前会長あいさつ

直前会長 波多野篤志

１．直前幹事あいさつ

直前幹事 吉田 和也

新旧会長、副会長、幹事 席の交替
新旧会場監督の交替

石原妙生～波多野好文

１．
「君が代」
・
「奉仕の理想」斉唱

１．新会長あいさつ

会

長 吉田 和也

１．開会のことば

副会長 古田 博文

１．新幹事あいさつ

幹

事 土屋 敏幸

１．会長あいさつ

会

長 波多野篤志

１．議長選出

吉田和也会長登壇

１．定足数の確認報告

幹

事 吉田 和也

１．議事 ①2019～2020 年度事業計画について

１．議長選出

波多野篤志会長登壇

幹

１．議事 ①2018～2019 年度事業報告
幹

②2019～2020 年度会計予算について

事 吉田 和也

会

②2018～2019 年度会計決算報告
会
会計監査報告

計 大藪 太

山田文夫

③関中央ロータリークラブ細則の改正
幹
④その他

事 吉田 和也

事 土屋 敏幸
計 塚原 康寿

③その他
１．閉会のことば

副会長 高井 良祐

１．点

会

鐘

長 吉田 和也

司会進行
2018～2019 年度 会場監督 石原 妙生
2019～2020 年度 会場監督 波多野好文

＊会長挨拶

波多野篤志会長

りがとうございました。

皆さんこんばんは。 本日は、通常

＊直前幹事挨拶 吉田和也直前幹事

総会です。会長としての最後の仕事

前年度幹事としての任務を終え総会を迎えることが

となります。皆さん、慎重審議 速

出来ました。波多野前会長をはじめ皆さんには親切

やかな進行をよろしくお願いします。

にして頂き、この日を迎えられたことに感謝申し上

＊新旧会長・副会長・幹事バッジ交換

げます。今年度は新会長としてお世話になりますが、
1 年間幹事としてお世話になりました。ありがとうご
ざいました。
＊新会長挨拶 吉田和也会長
この度、2019～2020 年度第 43 期
会長を仰せつかるにあたり、大変な
緊張と身の引き締まる思いでいっ
ぱいですが、伝統ある関中央ロータリークラブの名
に恥じぬよう精いっぱい務めさせて頂きますので、
皆様ご協力をお願い申し上げます。
さて、今年度国際ロータリー会長のマーク・ダニ

＊クラブ旗引継ぎ

エル・マローニー氏は「ロータリーは世界をつなぐ
ROTARY CONNECTS THE WORLD」をテーマに
掲げられました。このテーマの下、ロータリーの奉
仕を通じて、有能で思慮深く、寛大な人々が手を取
り合い、行動を起こすためのつながりを築いてまい
りましょう。と仰せです。また、今年度ガバナー辻
正敏氏は、テーマを「総天然色」と掲げられました。
その意味は、すべてのロータリアンが(総)、それぞれ
の空の下で(天)、しっかり思いを込めて行動し(然)、
それぞれの色を醸し出す(色)です。それぞれのクラブ
が、それぞれの地域の独自性を保ち、更に広い範囲

＊直前会長挨拶

波多野篤志直前会長

で世の中でのより良い変化を目指しながら、人々が

皆さん先ほどは、慎重審議、スピーディーな進行、

手を取り合って行動を始めましょう。と仰せです。

ありがとうございました。これで、肩の荷が下りま

そこで、今年度の関中央ロータリークラブのテーマ

した。これが本当の最後の挨拶に成ります。前年度

を「One for all, All for one.

のクラブテーマを「自ら行動するロータリーへ！」

ータリー!」とさせて頂きました。様々な時代や又、

とさせていただき、
”新しい奉仕活動を計画・実行す

取り巻く環境の変化の中、ロータリーの伝統として

る年“とさせて頂きました。皆さんのお陰で、新し

重んじる部分は大切にし、また変えていかなければ

い奉仕活動も従来の奉仕活動も有意義にできたと思

ならない部分は変えるよう柔軟性を持ちながら、よ

います。又、私なりにロータリーライフを充実させ

り良いクラブ活動が行えるよう、ひとりはみんなの

ることが出来たと思います。皆さんはどうでしたで

ために、みんなはクラブがよりよく成長する事、又、

しょうか？ 今日から新しい年度の始まりです。これ

会員ひとりひとりがよりよく成長する事を目的とし

からも、みんなのロータリーライフが充実するよう

て協力しあい、楽しく充実したロータリー活動がで

に行動をしていきたいと思います。一年間どうもあ

きるような運営をしていきたいと思っております。

協力しあい成長するロ

又各委員会活動におかれましても、先程の辻ガバナ

宜しくお願い申し上げます。そして、これよりの懇

ーが今年度のテーマに掲げられた「総天然色」のご

親会、皆様、より一層親睦を深めて頂いて、楽しい

とく、各委員会が(総)、それぞれの活動の場で(天)、

お酒を飲み交わして頂く事をご祈念申し上げまして、

クラブの事業がより充実するために、しっかり思い

挨拶に代えさせて頂きます。

を込めて行動し(然)、関中央ロータリークラブらしい

＊来賓挨拶

色を醸し出す。(色)ことができるよう、今年度会長と

＊関市長

して、理事、役員、各委員長様のご協力を頂きなが

関中央ＲＣ総会後の懇親会にお招

ら、精いっぱい努力してまいりたいと思っておりま

きいただきましてありがとうござ

すので、皆様ご支援ご協力を宜しくお願い申し上げ

います。吉田会長をはじめ、今期の

ます。

役員の皆様におかれましては、お疲

＊新幹事挨拶

土屋敏幸幹事

尾関健治様

れ様でございますが、ご奮闘頂ければと思います。

会長はじめ皆様方のご協力を頂

関市は一地方都市ではございますが、これからを担

き 1 年間努力していきたいと思い

っていく子供たちには世界を意識して目を向けてほ

ます。どうぞよろしくお願いいたし

しいと私も強く思っておりますので、台湾との交流

ます。

を続けて頂いておりますこと感謝しておりますし、
・・・通常総会懇親会・・・

＊来賓のご紹介

今後ともよろしくお願い致します。吉田会長の今年
のスローガンは、まさしくラグビーでもよく使われ

関市長 尾関健治様

る言葉です。9 月上旬に南アフリカの代表チームが中

岐阜新聞社 中濃総局長 長瀬勝巳様

池で合宿することになっております。市民の皆様へ

＊会長挨拶

吉田和也会長

の公開練習も計画しておりますので、皆様にも足を

先程は大変スムーズな総会の進行にご協力頂きまし

運んでいただければと思います。多額の予算を組ん

てありがとうございました。又、関市長 尾関健治

でおりますが、市内外のご寄付を集めて運営をした

様、岐阜新聞 中濃総局長 長瀬勝巳様には大変お

いと考えておりますので、ご配慮頂ければありがた

忙しい所、ご臨席賜りまして誠に有難うございます。

いと思っております。最後になりますが、今年 1 年

お料理も並んでございますので手短にご挨拶させて

が更なる飛躍の年となることを心からお祈りを申し

頂きたいと思いますが、先ほど無事に総会もすみ、

上げて私からのご挨拶とさせて頂きます。

新体制で 1 年間スタート致しました。先ほどご挨拶

＊岐阜新聞社中濃総局長

させて頂いたように「One for all, All for one.」

長瀬勝巳様

皆様が共に協力し合い成長し、そして何よりも楽し

吉田会長、就任おめでとうございま

いロータリー活動ができるようなクラブになってい

す。関中央ＲＣの皆様とはお会いす

けるよう新役員一同、努力して参りたいと思います

ること多々もあり、お世話になって

ので、どうかご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申

おります。昨年 10 月に赴任しましたが、関市は活力

し上げます。

があると感じております。私は、関市花火大会の実

次週からの例会は 3 回にわたりＣ．Ａ新年度活動

行委員を務めており、協賛金などのお願いにも回ら

方針の発表になります。各委員会の委員長におかれ

せて頂いておりますのでどうぞよろしくお願い致し

ましては、辻ガバナーの今年度のテーマ「総天然色」

ます。

のごとく、各委員会が、それぞれの活動の場で、ク

＊乾杯 波多野篤志直前会長

ラブの事業がより充実するために思いを込めて行動

＊2018～2019 年度 ニコボックス表彰

し、関中央ロータリーらしい色を醸し出す。そのよ

石原 妙生君

川上

勉君

喜久生明男君

うな、事業計画の発表を楽しみにしておりますので、

高井 良祐君

波多野篤志君

波多野好文君

広瀬 恒行君

古田 博文君

前田 仁夫君

吉田 和也君
＊2018～2019 年度

皆出席表彰

40 年 前田 仁夫君

37 年 広瀬 恒行君

18 年 高井 良祐君

13 年 小川 糧司君

12 年 波多野好文君

11 年 川上

11 年 古田 博文君

9年

西田 健一君

7年

石原 妙生君

5年

波多野篤志君

3年

吉田 和也君

1年

森

勉君

敬君

＊出席委員会
会員数 34 名、本日の出席 28 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事
いよいよ船出の日となりました。今日から 1 年間、
皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。
・直前会長・直前副会長
1 年間お世話になりました。新年度も新たな気持ちで
ロータリーライフを楽しみましょう。
・喜久生明男君
吉田丸、頑張って下さい。
・伊佐地金嗣君
急遽、本年度ニコボックス委員長となりました。よ
ろしくお願いします。
・尾崎将之君
1 年間お世話になりました。今後ともよろしくお願い
申し上げます。
28 名のご投函ありがとうございました。
＜次例会の案内＞
第 1983 回 2019 年 7 月 25 日（木）
「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」 担当 会長・幹事

