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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 2014 回例会 2020年 8月 6日（木） 

「Ｃ．Ａ新年度活動方針」 ／ 担当 会長・幹事 ／ 場所 神楽

 

 

 

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱 

＊お客様の紹介 

東海北陸道グループガバナー補佐 藤 代  昇様 

郡上長良川ＲＣ会長       畑中 知昭様 

〃   ＧＴＭ実行委員長 小島 正則様 

＊会長あいさつ 川村 紳一会長 

 藤代ガバナー補佐様には後ほど、

ご挨拶とクラブアッセンブリーの

助言及び総評を頂戴いたしますの

で、宜しくお願いいたします。また、本日は、地区 

米山奨学委員会委員 笠原幸治様と米山奨学生 李 

凱欣さんの来訪を予定しておりましたが、7月 24～

26日にかけ、中部学院大学の運動部からクラスター

が発生しましたので、今日は急遽中止し、8月末の例

会に延期しました。次月の例会には中部学院大学の

クラスラーが落着いた状態で、李凱欣さんを温かく

迎え入れたいと思います。 

 さて、本日はクラブアッセンブリー3回のうち、2

回目です。今回の発表は５大奉仕委員会の委員長さ

んに、基本方針・事業計画の発表をしていただきま

す。関中央ロータリークラブは長年、環境保全・青

少年育成・社会奉仕活動に取組んでまいりました。 

今年度の事業計画で、ひとり親家庭の子ども支援事

業の縮小、関商工高等学校と台湾景文高校との 3泊 4

日の交流事業の中止、その他、地区行事の中止、延

期等でコロナウイル感染の影響が出ています。岐阜

県においても 28日 25名、29日 30名と 7月半ばより

右肩上がりに感染者が増え、第 2波に入っていると

思います。今後、クラブの行事を延期せざるを得な

い事があるとか思います。各委員長さんは関連委員

会と協議して頂き、事業計画の見直し等適時お願い

いたします。 

 今年度の事業の中で、ひとり親家庭の子ども支援

事業は、当初 8月 22,23日に一泊二日のキャンプを

予定していましたが、夏休みを短縮し、学校が 17日

から始まるため、休み中に行いたいとの要望があり、

急遽 8月 8日にデイキャンプに切り替えて募集を行

ったところ、子供 14名、保護者、引率者 14名、ロ

ータリアン 17名の、総勢 45名から申し込みを頂き、

前例会の記録 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 

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～ 



 

 

大変嬉しく思っていたところ、県内の感染者拡大の

為、各方面と協議しているところです。そして、今

回中止になりました関商工高校と景文高校の交流事

業、秋から始まる森林整備事業、長良川環境事業が

関中央ロータリークラブの活動の柱です。今後とも

継続事業として長く続くことを願っています。 

 話は変わりますが、7月 27日に台北南隆ロータリ

ークラブより、国内での新型コロナウイルス感染が

広がっている事を心配して、我がクラブに何かした

いと申し出があり、マスク 2,400枚をクラブ事務局

に贈って頂きました。姉妹クラブの台北南隆ロータ

リークラブからの「ロータリーの友情」と「あたた

かい心」に感謝するとともに、今まで築いてきた交

流が実のある事であったと思いました。贈って頂い

たマスクは、関市教育長と相談して、景文高校との

交流がある事から、関商工高校に本日マスク 2,400

枚を校長先生、生徒会長に手渡しました。以上、報

告を兼ねて、本日の挨拶とさせて頂きます。 

＊東海北陸道グループガバナー補佐 

   藤代 昇様 ご挨拶 

 こんばんは。郡上長良川ＲＣに入

会して 28年が経ちますが、今回ガバ

ナー補佐を引き受けることになりました。ロータリ

ーに入会して良かったと思う事は、ロータリークラ

ブに入会していなければ出会わなかった人、今日も

初めて会う方もたくさんみえますが、そういう機会

を頂いたことが本当に良かったと思っています。死

ぬまで勉強だと思っていますので、一生懸命務めさ

せて頂きます。一年間よろしくお願い致します。 

 剱田ガバナーは、国際ロータリーと日本のロータ

リーの考え方に少々違いがあるが、「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」と、

2回目のガバナーを務めることとなったのは、すべて

に明確な理由や原因があるという必然的な考えが必

要だと言われておられます。明確な理由とは、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、自分を磨くための例会に出席する事と言

われております。剱田ガバナーは職業奉仕を根幹と

するロータリーの理念を大切にしたいと言われてい

ます。日本のロータリーの伝統を堅持すべきであり、

現在のＲＩの動向には挑戦と受け取られても仕方が

ないと考えておられます。ロータリーの奉仕という

のはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、

青少年奉仕の 5つがあります。この全てで奉仕の理

想が実現されなければならない。そして、ロータリ

ーだけの最大の特徴、職業奉仕とは、自分の仕事で

奉仕の理想を実現することである。奉仕の理想が実

現できているかどうかは、4つのテストでチェックす

る。ロータリアンの行うサービス、自己と自他の調

和は、いつの時代にも通用する理念であり、ロータ

リーの魅力は、職業人が人生哲学、経営哲学を学び、

真の友情を得る、奉仕活動で人生の喜びを体験でき

ることだと思っています。 

今期は世界中をパニックに陥れたコロナウイルス

により、オリンピックをはじめ様々なイベントが中

止・延期となり、非常事態となりました。ロータリ

ーも何カ月も例会を休会する事態となりました。ロ

ータリー活動が維持できるように退会者を出さない

ようにして頂きたいと思います。そのために、例会

を開催し、会員同士の絆を深めて頂きたいと思いま

す。剱田ガバナーのロータリーとは何かというビデ

オメッセージを見て頂きたいと思います。ガバナー

の熱い本音が語られております。私も微力ではあり

ますが、皆様方と本音でお付き合いさせて頂きたい

と思っております。コロナ対策をしっかりして、コ

ロナに負けない 1年にしたいと思います。今期よろ

しくお願い致します。 

ガバナー補佐様によるＣ．アッセンブリー 

＊クラブ奉仕委員会 

 西田 健一委員長 

【基本方針】クラブ奉仕部門の各

委員会の事業及び活動計画を把握

し、各委員長との意思の疎通を図

り、円滑なクラブ運営に努める。 

【事業計画】 

１．各委員会の事業が円滑に運営される様に、連絡

調整を図る。 

２．各委員会行事に多数の会員が参加できて、有意

義な奉仕活動になるよう努める。 

３．例会・会報を通じて事業計画の連絡と参加を呼



 

 

び掛ける。 

４．クラブ定款、細則、内規、ロータリー財団に関

する規約等について勉強する機会をつくる。 

＊職業奉仕委員会 

 山本 義樹委員長 

【基本方針】会員自らの職業を通じ

て社会に奉仕することを第一に考

え、企業経営をすることで自らの事業及び業界全体

の職業倫理につとめたい。 

【事業計画】 

１．職業奉仕担当例会に卓話を実施する。 

２．職場例会を実施する。 

３．親睦活動委員会の事業に協力する。 

４．奉仕活動に協力する。 

＊社会奉仕委員会 

 小川 糧司委員長 

【基本方針】地域社会と連携を図り、

地域が豊かな人間形成が図れるよ

う支援をする。 

【事業計画】 

１．地域の諸行事に積極的に参加し支援をする。 

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。 

４．子供食堂の食材を提供すると共に子供たちとの

ふれあいを図る。 

＊環境保全委員会 小川 糧司委員長 

【基本方針】地域社会と連携を図り、地域が住みよ

い生活環境の維持、向上を図る活動を継続的に進め

る。 

【事業計画】 

１．地域の諸行事に積極的に参加し支援をする。 

２．里山「ふどうの森」の森林整備事業を地域団体

とインターアクト委員会と連携し実施し、森の

重要性をアピールする。 

３．世界農業遺産長良川の環境維持向上の為に長良

川流域一斉環境調査事業へ参加する。 

＊国際奉仕委員会 

 波多野好文委員長 

【基本方針】国際奉仕活動を積極的

に行い、国際間の友好と親善を推進

する。又、会員の国際活動における意識高揚を図る。 

【事業計画】 

１．姉妹クラブである、台北南隆ＲＣとの交流を積

極的に行う。 

２．高校生の交流を関商工と打合せ、訪問、受入共

万全に行える様な体制を整える。 

３．ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員会と

して協力して事業に参加する。 

＊青少年育成委員会 

 山田 文夫幸委員長 

【基本方針】次世代を担う青少年の

健全育成のために、地域社会と連携

を図り、支援協力をする。 

【事業計画】 

１．関商工インターアクトクラブに協力する。 

２．関市発明工夫展、児童生徒科学作品展に協賛す

る。 

３．関市スポーツ少年団事業に支援協賛する。 

４．但し、新型コロナウイルス感染状況により事業

事態に変更が生じると思います。 

＊助言および総評 

東海北陸道グループ ガバナー補佐 藤代 昇様 

クラブ奉仕委員会で定款等を読み上げることは素

晴らしいことだと思いますので、自クラブでも取り

入れて考えてもらいたいと思いました。職業奉仕で

すが、剱田ガバナーも職業奉仕が第一だと仰ってみ

えますので、ぜひ頑張って取り組んでください。社

会奉仕と環境保全では、郡上長良川ＲＣも長良川環

境レンジャー協会と協力し、同じ日時で長良川の環

境保全に取り組んでいます。15年経ちますが、始め

たころから比べると、下水が整備されたこともあり、

長良川の水がとてもきれいになりました。ゴミも少

なくなってきたように思います。 

国際奉仕ですが、台北南隆ＲＣからマスク 2,400

枚贈呈された件、とても素晴らしいと思います。来

年は台湾で国際大会が行われますので、ぜひ参加し

て頂きたいと思います。 

今期はコロナ対策をして、事業は多少出来なくて

も、例会を開催して頂きたいと思います。コロナと

いうのは企業がとても苦しい思いをすると思います



 

 

ので、助け合って頂きたいと思います。一緒に頑張

りましょう。今日はありがとうございました。 

＊ＧＴＭのご案内 

郡上長良川ＲＣ会長       畑中 知昭様 

〃    ＧＴＭ実行委員長 小島 正則様 

・日  時 2020年 9月 6日（日）13:30～14:30 

・開催方法 Ｚｏｏｍによるオンライン配信 

・内  容 特定非営利活動法人 地域再生機構 

       副理事長 平野 彰秀氏による講演 

      「持続可能な社会の構築について」 

＊出席委員会 

会員数 33名、本日の出席 20名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

本日は、藤代ガバナー補佐様によるＣ．アッセン

ブリーです。御助言よろしくお願いします。 

郡上長良川ＲＣ 畑中会長、小島ＧＴＭ実行委員

長、ようこそ、ご来場を歓迎致します。 

・郡上長良川ＲＣ会長 畑中知昭様 

関中央ＲＣのみなさん、本日はよろしくお願いし

ます。 

・郡上長良川ＲＣ ＧＴＭ実行委員長 小島正則様 

本日はよろしくお願いします。 

・喜久生明男君 

7月は母の 100歳の誕生日でした。 

又、7月は家内の誕生日であり、クラブより美味し

いものいただきありがとうございました。 

20名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・8月例会の会場は、神楽となります。 

・台北南隆ＲＣからマスクを頂いた件ですが、台北

南隆ＲＣへ御礼状を送付するとともに、剱田ガバ

ナーに報告させて頂きました。 

＜次例会の案内＞ 

第 2015回 2020年 8月 8日（土） 

ひとり親家庭の子ども支援事業（デイキャンプ） 

集合場所時間：関シティターミナル 午前 9時 

担 当 社会奉仕委員会 


