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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 川村紳一  副会長 西田健一  幹事 石原妙生  クラブ会報委員長 大藪太 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム  第 2012 回例会  2020 年 7 月 16日（木） 

「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」  ／  担当 会長・幹事

 

 

 

・・・・2020～2021年度 通常総会次第・・・・ 

１．点  鐘  会 長 吉田 和也 

１．「君が代」・「奉仕の理想」斉唱 

１．「４つのテスト」唱和 Ｒ情報委員長 大藪 太 

１．開会のことば    副会長 高井 良祐 

１．会長あいさつ    会 長 吉田 和也 

１．定足数の確認報告  幹 事 土屋 敏幸 

１．議長選出  〈吉田 和也会長登壇〉 

１．議事  ①2019～2020年度事業報告 

幹事 土屋 敏幸 

②2019～2020年度会計決算報告 

幹事 土屋 敏幸 

会計監査報告 古田 育則 

③その他 

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 吉田 和也 

１．直前幹事あいさつ 直前幹事 土屋 敏幸 

新旧会長、副会長、幹事 席の交替 

新旧会場監督の交替 波多野好文～波多野篤志 

１．新会長あいさつ 会長 川村 紳一 

１．新幹事あいさつ 幹事 石原 妙生 

１．議長選出  〈川村 紳一会長登壇〉 

１．議事  ①2020～2021年度事業計画について 

幹事 石原 妙生 

②2020～2021年度会計予算について 

会計 伊佐地 司 

③その他 

１．祝辞披露  会長 川村 紳一 

１．出席報告 

１．ニコボックス報告 

１．幹事報告 

１．出席表彰 

１．ニコボックス表彰 

１．ロータリー財団寄付に対する認証状及び認証品

授与式 

１．米山奨学生カウンセラー委嘱状授与式 

１．閉会のことば 副会長 西田 健一 

１．点  鐘   会長 川村 紳一 

前例会の記録 第 2011回 2020年 7月 2日（木）

「通常総会」担当 会長・幹事・親睦活動委員会 

2020～2021年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「一人ひとりが輝く」 

  ～会員同士の絆を大切に～ 



＜司会進行＞ 

2019～2020年度 会場監督 波多野好文 

2020～2021年度 会場監督 波多野篤志 

＊会長挨拶 吉田 和也会長 

お陰さまで、本日無事にこの日

を迎える事が出来ました。私は幹

事の後、会長ということで 2年間、

役をさせていただきましたが、本

日この日を迎え、本当に安堵しております。 

昨年の 7月 4日の通常総会で会長を引き継ぎ、大

変な緊張と不安の中でスタートした 1年でございま

したが、直前会長、クラブ研修リーダー、幹事、副

会長、理事、役員、会員の皆様のご指導、ご協力の

もと、大変すばらしい、クラブの活動、事業などが

できたことを誠に感謝申し上げます。 

先週の原稿卓話でも書かして頂きましたが、ホス

トをさせていただいた、「東海北陸道グループ親睦ゴ

ルフ」、「岐阜県中・東濃地区 IA協議会」、又ロータ

リー財団の補助金事業、記念すべき「2000回記念例

会」、「森林整備例会」などの継続事業、「新型コロナ

ウイルス災害寄付」などなど、様々な活動を皆様の

ご協力のもとさせていただきき、今年度、辻ガバナ

ーのテーマ「総天然色」の如く、それぞれの委員会、

会員がそれぞれの担当の事業において、ご活躍して

いただき、無事に一つ一つの事業が終了することが

でき本当に良かったと思います。 

又、3月からは新型コロナウイルスの感染の影響で

例会が開催できず、予定していた事業も中止となり、

地区の行事もことごとく中止となる事態となってし

まい、今年度 RIテーマの「ロータリーは世界をつな

ぐ」の会員の皆様とのつながりの部分が薄くなって

しまい、会員同士の交流や必要な情報もお伝え出来

なくなってしまい、非常に残念な状況となってしま

いましたが、そんな中でも、クラブ研修リーダーや

先輩会員のご助言により、原稿での例会が開催でき、

新型コロナウイルスの感染の影響の中でも、充分で

なかったかもしれませんが、できるだけのことがで

き良かったのではないかと思います。 

本当に、この 2年間様々なロータリー活動の中で

大変貴重な経験をさせて頂き、ロータリーの事をよ

く勉強、理解させて頂きましたし、そして何よりも、

この度の経験と学ばせていただいた事は、今後の私

の人生において本当に良い参考になると思います。

今回、この経験をさせて頂いたことに本当に感謝い

たしております。 

この後、川村新会長にクラブ会長を引き継ぎさせ

て頂きますが、次年度への思いは、この後引き継ぎ

後の直前会長挨拶がございますので、そこでお話さ

せて頂く事といたしまして、本当に皆様のお陰、又

本当に頼りにさせて頂いた事務局さんのお陰様で、

無事に今日の日を迎えられた事に感謝申し上げまし

て、本日のご挨拶とさせて頂きます。本当に有難う

ございました。この後、総会でございます、皆さま

慎重、審議の程よろしくお願い申し上げます。 

＊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 吉田 和也直前会長 

先ほどにおきましては、議事の方、大変スムーズ

に進行、ご承認いただきまして誠に有難うございま

した。先ほど会長バッチを引き継ぎさせて頂いた通

り、これより川村新会長に会長を引き継がせて頂き

ます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 川村新会長に置かれましては、この新型コロナウ

イルスの感染の影響で、会長就任にあたっての通常 2

日間行う会長エレクト研修セミナーも WEBでの開催

に変更となってしまったり、色々とご準備のための

情報も十分ではない中、又未だ終息していない感染

の第 2波が懸念される、新型コロナウイルスへの対

応で中々事業の見通しも困難な中、又例会場の休業

など、様々な困難な問題を抱えての船出となります

が、「明けぬ夜は無し、上がらぬ雨は無し、」と申し

ますように、いずれは感染の拡大も終息に向かうと

思いますし、有効なワクチンも開発されると思いま

す。それまでは、関中央ロータリークラブのチーム

ワークで会員一丸となって、川村新会長をお支えし、

この状況の中でも、より良いクラブ運営、事業がで

きるように協力して頑張っていかなければと思って

おります。 

 今回会長を退かせていただくにあたり、先ほども、

申し上げましたが、このように、無事に引き継ぎを

させて頂けましたのは、会員の皆様、事務局のお陰

さまでございます。本当に感謝申し上げます。 

 最後に、川村新会長のもと関中央ロータリークラ

ブが益々繁栄することを、ご祈念申し上げまして、

直前会長の挨拶とさせて頂きます。 皆様、本当に 1

年間お世話になり有難うございました。 

＊直前幹事挨拶 

土屋 敏幸直前幹事 

 去年 7月に出来るのかなと考え

ておりましたが、何とか今日を迎

えることができ、ホッとしており

ます。これも会長や副会長、皆様のおかげでやりき

ることが出来たと思っております。また努力してま

いりたいと思います。1年間本当にありがとうござい

ました。 

＊新会長挨拶 川村 紳一会長 

2020～2021年度第44期会長に就

任させていただくことになり、関

中央ロータリークラブの歴史と伝

統の重み、会長としての職責の重

大さに身の引き締まる思いですが、理事・役員を始

め会員皆様のご協力を賜り、精一杯務めさせていた

だきますので、ご協力をお願い申し上げます。 

 さて、今年に入ってから、新型コロナウイルスの

感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発令され、外出の

自粛、学校の休校、企業への休業要請、テレワーク

等、生活や経済に甚大な影響を与えて来ましたが、5

月 25日には全国的に緊急事態宣言解除、また、6月

19日以降は、全国を対象に県をまたぐ移動の自粛が

解除されましたが、まだ完全に終息した訳では無く、

自分自身で新しい生活様式を考えながら、三密を避

けて生活して行くしかないのかなと思います。コロ

ナウイルス感染が早く終息することができ、元の生

活に戻れるように願っています。 

 当クラブも 3月より 4か月余り、休会となってい

ましたが、本日新しい年度の始まりであり、通常総

会を開催させて頂くことができましたことは嬉しく

思います。また、会員の皆さんとお会いするのも久

しぶりです、お元気でしたでしょうか。 

 さて今年度国際ロータリー会長のホルガー・クナ

ーク氏は「ロータリーは機会の扉を開く」をテーマ

に掲げられました。また「ロータリーとは、入会す

るだけでなく無限の機会への招待です」ポリオ根絶

のように大規模で歴史的なプロジェクトから地域社

会でのささやかなプロジェクや一本の植樹まで、奉

仕の機会を開いて、活動できる絶好の場なのです。



又、ロータリアンとして、あらゆる活動が、どこか

で、誰かのために機会の扉を開いている。とホルガ

ー・クナーク会長が仰せです。 

 また、今年度、２回目の剱田廣喜ガバナーは、「伝

統的日本ロータリーの文化を輝かせ、真のイノベー

ションへ」をテーマに掲げられました。それは前回

のテーマ「日本の伝統として継承するロータリー文

化を堅持する」を明確化することです。「日本のロー

タリーの伝統とは職業奉仕を学ぶ道場が例会であり、

自分を磨くために例会に出席する事」と言われてお

ります。職業奉仕が樹の幹であり、自ら職業通じて

社会奉仕をするロータリーの理念を大切にしながら、

今回の地区方針では伝統（職業奉仕・例会出席）を

守りながらも伝統の中から新しいものを見つけ、時

代に合った新たなものを創造していくロータリーに

変えなければならないと仰せです。 

 そこで、今年度の関中央ロータリークラブのテー

マを「一人ひとりが輝く」～会員同士の絆を大切に

～とさせて頂きました。会員同士のつながりを大切

に、職業奉仕を中心に、例会を充実するとともに、

対外的にも奉仕活動を推し進めて、地域社会との繋

がりを図ってくこと、各委員会主導のもと、会員自

ら役割分担をしてクラブ管理運営を行うことで、会

員の積極的な参加、地域社会に貢献していることを

実感でき、仲間との友情を育むことができる魅力あ

る活動を実施し、すべての会員が輝き、より一層会

員同士の絆が強くなることを目指して頑張っていき

たいと思います。 

 また、ＲＩ理事会の要請により、年末までの地区

会合やイベントは中止または延期になります、当ク

ラブも、ＩＡ年次大会、ガバナー公式訪問、ＧＴＭ、

財団セミナー等中止、また、地区大会は来年 5月に

変更となりました。クラブの運営におきましても、

まだまだ変更等が有るかも知れませんが、一年間頑

張りますので、皆様の一層のご支援、ご協力を心よ

りお願い申し上げます。 

＊新幹事挨拶 石原 妙生幹事 

 今年度幹事として役を頂いたわ

けですが、責任を感じております。

コロナがはじまってからイレギュ

ラーな事が多く、例会場が無期限休館となり、8月か

ら別の会場になります。またご案内させて頂きます

が、計画の通り事業が進められるように一生懸命頑

張りたいと思います。会員の皆様のご協力をお願い

します。 

＊2019～2020年度ニコボックス表彰 

石原 妙生君 神谷 秀幸君 川上 勉君 

高井 良祐君 土屋 敏幸君 西田 健一君 

波多野 好文君 前田 仁夫君 吉田 和也君 

＊2019～2020年度皆出席表彰 

41年 前田 仁夫君 19年 高井 良祐君 

16年 山田 文夫君 14年 小川 糧司君 

13年 波多野 好文君 12年 川上  勉君 

12年 古田 博文君 10年 西田 健一君 

8年 石原 妙生君 6年 波多野 篤志君 

5年 川村 紳一君 4年 吉田 和也君 

2年 土屋 敏幸君 〃 森 敬君 

1年 北原 慎君 

＊祝辞披露 

＊ロータリー財団寄付に対する認証状及び 

認証品授与式 

ＰＨＦ（ポール・ハリス・フェロー） ４名 

 波多野 篤志君 吉田 和也君 

 長谷川 修君  川村 紳一君 

＊米山奨学生カウンセラー委嘱状授与式 

 

＊出席委員会 

会員数 33名、本日の出席 26名です。 

＊ニコボックス委員会 

・川村 紳一会長 

今期一年間よろしくお願いします。 

・石原 妙生幹事 

今年度幹事でお世話になります。よろしくお願いし



ます。 

・直前会長・直前副会長・直前幹事 

コロナウイルスの関係で、いつもと違うロータリー

活動となりましたが、皆様のご協力のもと何とか今

日を迎えることができました。本当にありがとうご

ざいました。 

26名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・2020年 7月のロータリーレートは、１ドル＝107

円です。 

＜次例会の案内＞ 

第 2013回 2020年 7月 30日（木） 

ガバナー補佐によるＣ．Ａ ／担当 会長・幹事 


