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「One for all, All for one.
協力しあい成長するロータリー！」
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新年度活動方針」
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新年度活動方針」 担当

会長・幹事

2019 年 8 月 1 日（木）
担当

会長・幹事

いるようです。又梅雨が明け、太平洋高気圧の勢力
が強まりますと、非常に暑い夏が来ます、これも又
私どもは瀕死の状態になりますが、皆様方におかれ

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

ましても、熱中症等、体調には十分お気をつけて頂

＊会長あいさつ

きまして、年々熱く又、異常な気象状態による大雨

吉田 和也会長

本日は、クラブアッセンブリーの
2 回目です。各委員長様には、新年
度事業計画、活動方針の発表を宜し
くお願い致します。
ようやく梅雨も明けた地域も出てきた様で、これ

等にご注意いただきまして、これからの時期をお過
ごしいただくようお願い申し上げます。
話は変わりまして、先日 7 月 13 日の土曜日、岐阜
グランドホテルに於きまして今年度、
「第 1 回ロータ
リー財団研修セミナー」が開催されまして、佐藤忍

から暑い夏の時期を迎える事となります。今年の梅

ロータリー財団委員長と一緒に出席して参りました。

雨は本当によく雨が降りました。私ども塗装業者は

12 時点鐘で 16 時 30 分までみっちりプログラムが組

天気の影響を受けやすく、ペンキ屋殺すには刃物は

まれておりました。ロータリー財団部門委員会委員

いらぬ、雨が 3 日も続けば良い。と言われるほどで

長平井氏による、特別出席者、ロータリー財団委員

ここ最近は本当に、瀕死の状態でした。今年の梅雨

会委員紹介、委員長挨拶に続き、辻ガバナー挨拶、

は、東京都など都心部では、日照時間が 3 時間未満

セミナー概要説明、ロータリー財団部門委員会各小

の日が 61 年の統計開始以来、過去最長となったよう

委員会による説明が行われ、ロータリー財団の補助

です。その影響でプールなど夏向けのレジャーは低

金について学ばせて頂きました。

迷、農産物も値上がりするなど生活にも影響が出て

地区補助金、グローバル補助金、グローバル補助

金奨学生、地区補助金奨学生等、財団による様々な

ポリオプラスの募金をお願いしたいとの講演でした。

補助金制度のある中、当クラブは先日お話させて頂

最後に先日、弊社に市長がお見えになって、先日

きましたが、今年度は、
「森林整備から農業体験を通

の総会でもお話になられたラグビー、ワールドカッ

じて食育を考える。
」というプロジェクト名で、主に

プ 2019 日本大会に出場する南アフリカ代表チーム

小学生を対象として、既に済んでいる事業もござい

「スプリングボムス」のキャンプ地が関市に決定さ

ますが、森林整備例会、長良川環境保全例会に参加

れ、その南アフリカチームに対する事業の円滑な運

してもらい、山、川、海の自然の関わりを学習して、

営、開催のための協賛金のお願いをされました。総

健全な里山の重要性を認識してもらいながら森林整

事業費を 5000 万見込んでいる中の、2000 万の協賛を

備を行う、手作りで食べ物を調理する体験をして食

企業、団体、個人にお願いしたいとの趣旨のお話を

育の中での自給自足の重要性を学んでもらう、河川

されました。クラブとしては 8 月の理事会で対応を

整備や水質調査を行い現在の状況を知ることにより

検討致したいと思いますが、皆様におかれましては、

我々が暮らしている地域の河川、自然環境の大切さ

案内をレターBOX に投函させて頂いておりますので、

を学ぶ、米作りの農業体験を通じて食育や環境への

各自ご検討の程宜しくお願い致します。

意識の向上を図る、という地区補助金を活用しての

＊7 月ＩＧＭ報告

事業を計画しております。又、来年度も地区補助金

レポーター

波多野 好文君

を活用しての事業を企画しております。そのために

日時：7 月 24 日（水）18:30～

は、今回のセミナーのほか 10 月に行われる 2 回目の

場所：さくら川

セミナーに出席して(これは会長エレクト、幹事予定

吉田カウンセラーから、会長と

者、財団委員長予定者が相応しい)MOU という覚書書

して従来の伝統を受け継いでいく、これから変えて

を提出する必要がありますので、会長エレクト、財

いく部分を皆さんに教えて頂きたいと話され、乾杯

団委員長の方は宜しくお願い致します。

して始めました。次の様な意見が出ました。

又、講演では第 2690 地区(島根、鳥取、岡山地区)

・7 月と 12 月に総会が 2 回あるが、12 月の懇親会は

の益田西ロータリークラブのポリオ根絶地区コーデ

なくしてはどうか？12 月年次総会後は、役員会を行

ィネーターの松本祐二様の「ポリオ根絶のためにラ

うようにしてはどうか？

ストスパートを」というテーマの講演がありました。

・100 万ドル例会の復活はどうかとの意見がありまし

今現在ポリオの発症が残っているのは、アフガニス

たが、会場費を請求していない例会場の都合もあり、

タン、パキスタン，ナイジャリアだそうです。ポリ

無理ではないかとの意見もありました。

オという病気は 3 年間野生株での発症が無ければ根

色々な意見が出て、楽しいＩＧＭだったことを報告

絶したとみなされるそうです。その中でナイジャリ

します。

アは今年の 8 月まで発症が無ければアフリカ大陸か

＊Ｃ．アッセンブリー 新年度活動方針

らのポリオは根絶できたという事になるそうです。

＊社会奉仕・環境保全委員会

ポリオの発症者数は昨年 33 名、今年は 7 月 3 日現在

小川

糧司委員長

で 42 名と去年に比べて増えているそうです。中々今

社会奉仕委員会

一歩の所で、根絶できない中、今度の東京オリンピ

【基本方針】

ックで、ワクチン由来の保菌者の外国人の来日によ

地域社会と連携を図り、地域が豊かな人間形成が図

る国内での感染が起こるかもしれないという懸念材

れるよう支援をする。

料もある中、とにかく、全世界的にワクチンを投与

【事業計画】

して予防接種をして世界全体で 3 年間発症が無くな

１．地域の諸行事に積極的に参加し、支援をする。

りポリオ根絶が達成できた。という目標に向かって、

２．環境保全委員会の活動を支援し参加する。

３．青少年健全育成活動に協力する。

頂きました。

４．子供食堂の食材を提供する。

＊職業奉仕委員会

環境保全委員会

加納

淳至委員長

【基本方針】

【基本方針】

地域社会と連携を図り、地域が住みよい生活環境の

会員個々の職業に於いて、職業上の

維持、向上を図る活動を継続的に進める。

高い倫理基準を保ち、地域社会に奉

【事業計画】

仕することを推進する。

１．地域の諸行事に積極的に参加し支援をする。

【事業計画】

２．里山「ふどうの森」の森林整備事業を地域団体

１．職業奉仕担当例会に卓話を実施する。

とインターアクト委員会と連携し実施し、森の重要

２．職場例会を実施する。

性をアピールする。

３．親睦活動委員会の事業に協力する。

３．世界農業遺産長良川の環境維持向上の為に長良

４．奉仕活動に協力する。

川流域一斉環境調査事業への参加をする。

＊会場監督

5 月 25 日田植え体験ということでひとり親家庭の

波多野

好文委員長

お子さんを招待して田植え体験を行いました。9 月に

【基本方針】

稲刈り体験として計画があったようですが、稲刈り

例会の進行をスムーズに行い、ロー

の時期が 10 月 20 日過ぎ頃になると思いますので、

タリーの品格を高め、会員同士がより親密をはかる

稲刈り体験は出来ないのだろうと思います。11 月 3

場とする。

日森林整備例会では、子ども達が植えてくれたお米

【事業計画】

を使って食育体験をしたいと思います。また、来年

１．会長・幹事・各例会担当委員長と連絡をとり、

の田植え体験を相談して決めたいと思います。

例会がスムーズに行われる様に調整する。

＊青少年育成委員会

２．例会出席者数を把握して、調整をとり、例会食

山本

義樹委員長

の無駄をなくす。

【基本方針】

３．卓話中の私語には注意を促す。

次世代を担う青少年の健全育成の

４．来賓、来訪者への歓迎と感謝に努める。

ために、地域社会と連携を図り、

５．会場の設営に配慮して、会員同士がコミュニケ

支援協力をする。

ーションを取りやすい様にする。

【事業計画】

６．月別担当者を決め、輪番制で行う。

１．関商工インターアクトクラブに協力する。

ロータリーの基本は例会ということですので、少

２．関市発明工夫展、児童生徒科学作品展に協賛す

しでも出席率を上げて頂きます様宜しくお願い致し

る。

ます。例会での席は色々な席に座りコミュニケーシ

３．関市スポーツ少年団行事に支援協賛する。

ョンをとって頂きたいと思います。

先般、地区の青少年育成セミナーがあり、地区と
して出前講座を推していきたいという話がありまし

＊クラブ会報委員会
長谷川

修委員長

た。内容は地域で子どもを育てる、そして子ども達

【基本方針】

に職業観を育ませるということです。他のクラブで

会報を作成し、会員に情報をメール

は出前講座をたくさんやってみえるところもありま

で提供する。会員相互の親睦が深め

す。当クラブではそういったプログラムや経験もな

られる会報制作に努力する。

かろうかと思いますが、参考のためにお話しさせて

【事業計画】

要請していました。現在は、補正出席で 100％になり

１．休会の会員には、時には会報を直接届ける。

やすくなりました。なるべく 100％になるよう努力し

２．会報の作成について、効率の良い作成方法を検

たいと思います。よろしくお願いします。

討する。

＊プログラム委員会

３．色々な会報を参考に、紙面を創意工夫する。
＊インターアクト委員会
伊佐地 司委員長

土屋

敏幸委員長

【基本方針】
会長・幹事と各委員会の協力を得て、

【基本方針】

事業計画に沿った内容とし、会員に

関商工インターアクトクラブを

とって楽しい例会になる様なプログラムにする。

支援し、社会奉仕活動や国際親善

【事業計画】

活動への積極的な参加を推進する。

１．年間の例会予定表を作成する。

【事業計画】

２．各委員会には、出来るだけ早く担当例会の案内

・里山、森林整備

を出し、内容を知らせてもらうようにする。

・岐阜県中・東濃地区ＩＡ協議会

３．会員同士の理解を深めるため会員卓話を多くし

・長良川水系の水質調査と清掃

ていきたい。

・顧問教師部会

今年度は当クラブが 10 月 21 日東海北陸道グループ

・台湾景文高校との交流

親睦ゴルフのホストクラブ、11 月 9 日岐阜県中・東

・Ｉ.Ａ.Ｃ地区年次大会

濃地区ＩＡ協議会のスポンサークラブとなっており

11 月 9 日に行われる岐阜県中・東濃地区ＩＡ協議会

ます。皆さまのご協力をお願いいたします。

は当クラブがスポンサークラブとなります。場所は

＊出席委員会

関商工会議所で行います。

会員数 34 名、本日の出席 22 名です。

一番多感な高校生の時に、視野が広がるなど、い

＊ニコボックス委員会

い経験が出来ると思っておりますので、少しでも多

・会長・副会長・幹事

くの方に経験して頂けるよう努めていきたいと思い

各委員長、新年度活動方針の発表を宜しくお願い致

ます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。

します。

＊出席委員会

・山田文夫君

古田

博文委員長

先日、家内の誕生日にお菓子を頂きありがとうござ

【基本方針】

いました。

クラブ会員に出席規定を理解して

・伊佐地金嗣君

いただき出席率の向上を図る。会員同士の情報交換

本日は多数投函ありがとうございました。

及び友情を深め、奉仕活動、親睦活動への積極的参

22 名のご投函ありがとうございました。

加をサポートする。

＜次例会の案内＞

【事業計画】

第 1985 回 2019 年 8 月 8 日（木）

１．出席率の向上を図り、例会に協力する。

卓

２．メークアップをされた会員をクラブ会報に記載

話 司法書士・行政書士・土地家屋調査士
塚原 正師様

する。

テーマ 「改正民法」

３．出席率上位の会員には、記念品を贈り表彰する。

担

４．出席の受付は出席委員の当番制で行う。
出席委員会は欠席した人にメーキャップを以前は

当 ロータリー財団委員会

