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

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

会長 吉田和也  副会長 高井良祐  幹事 土屋敏幸  クラブ会報委員長 長谷川修 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 2001 回例会 2020年 1月 23 日（木） 

卓 話 2019 学年度ロータリー米山記念奨学生 蔡 剣鋒 様 

テーマ 「未 定」  ／  担当 米山記念奨学委員会 

 

 

 

 

 

司会 波多野好文会場監督 

開会 点鐘 吉田 和也会長 

国歌「君が代」斉唱 関商工吹奏楽部伴奏 

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱  

オープニングセレモニー 関商工吹奏楽部 

 

会長挨拶 吉田和也会長 

あけましておめでとうございます。

この輝かしい、年号が変わって最初

の新年の令和 2年、第 1回目の新春

例会に、伝統ある関中央ロータリークラブの記念す

べき第 2000 回記念例会が、ご来賓の方々や、会員、

ご婦人の皆様のもと、又、先ほどの、関商工吹奏楽

部の大変素晴らしい演奏で華を添えて頂き、こうし

て開催できます事を大変光栄に思います。これもひ

とえに、クラブ創立より、脈々とロータリー精神を

引き継いでいただきました、本日もご臨席いただい

ております、パスト会長の皆様をはじめ、先輩ロー

タリアンの皆様のご尽力のお陰と感謝申し上げます。 

 ご来賓の皆様には、お忙しい中、ご臨席賜りまし

て誠に有難うございます。どうかこの記念すべき第

2000 回記念例会を、御一緒にお祝いいただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、その年の世相を表す漢字一文字に昨年は「令」

が選ばれました。新天皇即位により元号が、平成か

ら令和となり新時代の幕開けに希望と喜びを実感し、

前例会の記録 第 2000回 2020年 1月 9日（木） 

「夫婦同伴新春・第 2000回記念例会」 

担 当 会長・幹事・親睦活動委員会・ 

    第 2000回記念例会実行委員会 

2019～2020年度 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！」 



又、令という漢字は、素晴らしい、良い、立派な、

という意味を表し、又、令室、令嬢など敬意を表す

意味もあります。反面、年々被害の大きさを増す自

然災害による警報発令、避難命令、又は、法令改正

による消費税の増税、芸能人の薬物使用の不祥事に

よる法令遵守、というように「令」の漢字が表す世

相は、期待と不安が入り混じった年となったような

気がいたします。 

 そのような世相の中で、関中央ロータリークラブ

の活動は、先輩方が培ってこられたロータリーの伝

統として重んじる部分は大切にし、ロータリー精神

を引き継ぎ、又変化する時代に対応する柔軟性を持

ちながら、先代より引き継がれております、当クラ

ブの基本精神としての、社会奉仕、環境保全、青少

年育成事業の中で、この国、この地球の将来を担う

子供たちに対して、社会が何を求めているか、様々

な奉仕活動を通じて考える機会や、災害が起こらな

くするための自然環境の保全対策についての在り方

ついてや、グローバル社会に対応できる為の人材の

育成としての国際交流などの事業を、この後もより

一層充実させて、関中央ロータリークラブがますま

す社会に貢献できるよう、会員一丸となって、努力

して参りたいと思います。ご来賓の皆様には、今後

もより一層のご指導、ご鞭撻をいただきますようお

願い申し上げて、第 2000回記念例会のご挨拶とさせ

ていただきます。 

来賓紹介 

関市長 尾関 健治様 

関ロータリークラブ会長 土屋 佳久様 

パスト会長 4代目会長 安田 昭夫様 

16代会長 小川 信夫様 

令夫人 釞子様 

      28代会長 植原 惟之様 

令夫人 まさ代様 

岐阜新聞中濃総局長 長瀬 勝巳様 

来賓挨拶 関市長 尾関健治様 

新年あけましておめでとうござい

ます。そして 2000 回という大きな

節目を迎えられました関中央ＲＣ

の皆様にお慶び申し上げたいと思

います。先ほど関商工高の素晴らしい演奏を聞き、

楽しい演奏であったなぁと思っております。昨年、

思い起こしますとＮＨＫのゆく年くる年は、高澤観

音からのスタートでございました。その後、天皇陛

下が新しく即位されたということで、平成の地区が

注目されました。秋には関市でキャンプをした南ア

フリカがラグビーで優勝し、年末の大みそかには紅

白歌合戦に関市桜ケ丘中学校出身のＬｉＳＡさんが

初出場を果たされました。 

 今年、関市が誕生日を迎えてから 70 周年というこ

とで大きな節目を迎え、また、平成 17 年の市町村合

併から 15 年という節目を迎えます。関市制 70 周年

記念のキャッチフレーズは「キセキを未来へ」とな

っています。キセキというのはセキという字が入っ

ていますし、歩んできた道という軌跡、ミラクルと

いう意味の奇跡という意味もあり、色々な思いを込

めてそれを将来につなげていこうという意味です。 

2000 回の歩みの中には本当に先達の皆さんの

並々ならぬ努力があって今日の日が迎えられている

ことと思います。先達のご尽力に心から敬意を表し、

思いを次世代に繋げていく思いで御出席のことと思

います。ロータリークラブの皆様には関市にも色々

な形で関市にご協力賜っておりますことを感謝申し

上げお祝いのご挨拶とさせて頂きます。 

委員会報告 出席委員会・ニコボックス委員会 

次例会の案内 高井良祐副会長 

閉会 点鐘 吉田和也会長 

・・・・祝 宴・・・・ 

司会 藤村伸隆親睦活動委員長 

実行委員長挨拶 第 30代会長 

 西田健一実行委員長 

皆さん、改めまして新年おめでとう

ございます。本日は関市長 尾関健

治様をはじめ多数のご来賓をお迎えし、2000 回記念

例会が開催できますことは、関中央ロータリークラ

ブ会員一同この上もない喜びであり、心から厚く感

謝申し上げる次第であります。私は今回の 2000回記

念例会の実行委員長を仰せつかっております西田で

ございます。先ほども吉田会長の挨拶の中でもお話

がございましたが、当クラブは昭和 52年(1977年)6



月 25日の創立以来、本日で 2000回を迎えました。 

創立当時の26名の会員の皆様が熱き情熱を抱いて

参集され、奉仕の理想の実現にご尽力をいただきま

した。また歴代の会長の卓越した指導力と、役員、

会員の皆さんの努力により今日まで数々の奉仕活

動・親睦活動を行ってまいりました。1000 回記念例

会は鵜飼光雄会長の下で、平成 9年(1997年)9月 11

日に、1500 回記念例会は山田文夫会長の下で、平成

20年（2008年）5月 24日に開催されました。本日、

吉田和也会長の下で 2000 回例会が開催され、今後

2500回、3000回と継続し、新たな歴史と伝統を築い

ていかなければなりません。魅力あるＲＣ活動を行

い、そのことで会員の増強を目指さなければなりま

せん。本日お越しくださいましたご来賓の皆様をは

じめ、会員のご夫人ご家族の皆様方にはＲＣ活動に

ご理解、指導、ご鞭撻を賜りますことをお願いする

次第であります。本日は見て頂いた通りの粗酒粗肴

ではございますが時間の許す限りごゆっくりご歓談

ください。本日は誠にありがとうございました。 

パスト会長挨拶 

第 4代会長 安田昭夫様 

新しい年を迎えましておめでとう

ございます。本日の記念すべき例

会にお招き頂きましてありがとう

ございます。私は 93才になりまし

たが、皆さま方もご健康で頑張って頂きたいと思い

ます。 

第 16代会長 小川信夫様 

本日は 2000回例会、誠におめでと

うございます。私が美濃関ロータ

リークラブに入会させて頂きまし

たのは 1981年 1月です。安田昭夫

会長、広瀬恒行幹事の時でありました。当時、新年

例会は親クラブの関ロータリークラブと合同で行っ

ておりました。広瀬幹事にご紹介頂き入会の挨拶を

したことを覚えております。同日、関ロータリーク

ラブは清水公男さんも一緒に入会されました。2016

年 6月に退会するまで実に 35年間、関中央ロータリ

ークラブの皆様にはお世話になり大変ありがとうご

ざいました。私が 16代会長を仰せつかったのは 1992

～1993年度であります。会員は 71名で、在任中の思

い出としましては、植原親睦委員長のお骨折りで野

球同好会を作りまして、初めて出場し大健闘して甲

子園に行きました。甲子園は高校球児の聖地であり

ます。また姉妹クラブでありました台湾のロータリ

ークラブにご招待を頂き役員交代式に37名が参加し

ました。台湾の観光地を巡り楽しい親睦旅行をさせ

て頂きました。 

ロータリーで一番よかったと思う事は交換学生委

員会に携わったことであります。娘もオーストラリ

アに 1年間留学しまして大変感謝しておりますが、

何よりも感謝したいのは、私達家族がたくさんの交

換学生のホストをさせて頂いたことであります。外

国に行かなくても他国の文化や生活習慣を見習うこ

とができました。以上が、思い出でございます。あ

りがとうございました。 

第 28代会長 植原惟之様 

ロータリーの一番の宝は、人の縁

でだと、入ってくる瞬間にとても

感じました。ご案内を頂いた時に

12年ぶりに例会に出席できるのだ

と思い、嬉しく楽しみに出席させて頂きました。 

今一番感動しておりますのは、関商工の吹奏楽の

演奏です。素晴らしいですね。魂を揺さぶられる感

じがしました。 

私は何かがあると、小瀬鵜飼の長良川に来てぼう

っとしております。東京などからお客さんがあると

小瀬鵜飼にご案内します。皆さんほっとされ、表情

が変わります。関市の小瀬鵜飼は宝物だと思います。

恩人、友人、先達に恵まれて感謝しております。本

当にありがとうございました。 

結婚記念のお祝い（報告） 

 銀婚式 大藪太会員・経子様ご夫妻 

乾杯 第 31代会長 

1500回記念時会長 山田文夫君 

今年もよろしくお願いします。振り

返ってみますと小瀬鵜飼を見て

1500 回記念例会を楽しんだ思い出がよみがえります。

当クラブは若い世代の方も入ってきて頂いておりま

す。これからますます活発に活動して 2500回、3000



回と迎えられるよう頑張っていきたいと思っており

ます。ご参加の皆さんの無病息災と幸多かれと願い

乾杯したいと思います。乾杯！ 

ギター演奏 第 34代会長 古田博文君 

第 37代会長 高井良祐君 

ゲスト 青木さん 

 

 

 

 

 

閉会の辞 第 35代会長 川上勉研修リーダー 

＊出席委員会 

会員数 34名、本日の出席 25名です。 

＊ニコボックス委員会 

・小川信夫君 

本日は 2000回記念例会おめでとうございます。 

・西田健一君 

本日は 2000回記念例会です。約 43年で達成しまし

た。今後 2500回、3000回と続けていきましょう。 

・波多野好文君 

あけましておめでとうございます。 

・藤村伸隆君 

明けましておめでとうございます。家内の誕生日に

おいしい虎屋さんのお菓子を頂きましてありがとう

ございました。 

・広瀬恒行君 

2000回例会おめでとうございます。 

・前田仁夫君 

あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願い申し上げます。 

・神谷秀幸君 

明けましてお目出とうございます。昨年は、皆様に

は大変お世話になりありがとうございました。 

25名のご投函ありがとうございました。 

＜次例会の案内＞ 

第 2002回 2020年 1月 30日（木） 

職場例会 福田刃物工業㈱工場見学 

集合場所・時間 味の孫六 駐車場 午前９時 

担当 職業奉仕委員会 


