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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 2015 回例会  2020 年 8 月 8 日（土） 

「デイキャンプ例会（ひとり親家庭の子ども支援事業）」 ／ 担当 社会奉仕委員会 

 

 

 

＊国歌「君が代」斉唱 

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

＊４つのテスト唱和 職業奉仕委員会 山本委員長 

＊会長あいさつ 川村 紳一会長 

 本日はクラブアッセンブリーの

最終回です。会員の皆様には例会場

を一か月毎に変えて申し訳ござい

ません。今日から神楽での例会ですが、三密を避け

て窓の開放、席をなるべく開ける様にして、例会を

行いたいと思いますので、ご協力を願いする所です。 

未だ定住の例会場が見つかりませんので、皆さんの

ご意見を伺いながら探している状況です。良い例会

場を推薦して頂ける物件がありましたら、三役まで

知らせて頂きたいと思います。 

コロナウイルス感染防止に向けて、例会もスピー

ディーに進めて参りますので協力願います。各委員

長様には、新年度事業計画、活動方針の発表のなか

で、特に重点項目があればお話し願いします。 

 さて、8月 6日と言えば、広島平和記念日です。昭

和 20年 8月 6日午前 8時 15分、米軍のＢ29爆撃機

エノラ・ゲイが広島市上空にて世界で初めて原子爆

弾「リトルボーイ」を投下。原爆投下により市街は

壊滅し、一瞬のうちに約 20万人弱もの命が亡くなる

惨状となりました。また、原爆を逃れた付近の人々

も、原子爆弾投下後に降る放射性をはらんだ特有の

黒い雨の影響で、健康被害を患うこととなりました。

黒い雨による被害の実態解明は今なお続いており、

「原爆が投下されたという歴史的悲劇から目を背け

ない」ために、犠牲者の霊を慰め、世界平和を祈り

続ける目的で記念日が制定されています。例年 8月 6

日には、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式

典が広島平和記念公園で催される他、市内の各河川

では灯篭流しが行われるなど、各地で原爆慰霊祭が

行われています。この原爆投下のことを調べていく

と、あまりの悲劇の大きさに言葉を失います。もう

二度とこのような悲劇が起きないように、次の世代

に語り伝えていく大切さを感じました。その点で注

目されるのが、「ダークツーリズム」です。記憶を風

化させないために悲劇のあった場所を訪れることを

前例会の記録 第 2014回 2020年 8月 6日（木） 

「Ｃ．Ａ新年度活動方針」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～ 



言います。広島や長崎では、海外からダークツーリ

ズムで訪れた人を受け入れるために、立派な資料館

などが維持されています。海外でも、アメリカの同

時多発テロ事件の現場となった「グラウンド・ゼロ」

やポーランドの「アウシュビッツ強制収容所」など

がダークツーリズムの対象とされています。こうし

た「負の遺産」を継承していくことの重要性を感じ

させられました。私も学生時代、広島の原爆ドーム、

平和記念公園の中心に立つ原爆慰霊碑を訪れた事が

ありました。慰霊碑のたもとには石室が置かれ、「安

らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と

刻まれています。中には原爆死没者名簿が収められ

ていました。昨年までに 31万人を超えているそうで

す。今年の平和記念式典にはコロナウイルス感染予

防の為、人数を制限しての開催になるようです。ま

た、原爆ドームは破壊された建物をそのままの状態

で保存していくことに重要な意味があり、世界遺産

として認められた価値です。しかし昨今の耐震性の

問題と劣化対策が検討され、外観の影響を考慮し、

レンガ壁の内側から、3カ所鋼材で固定されました。

想定される最大震度 6弱に耐ええる必要最小限の対

策が 2016年 7月完成しました。今後何十年、何百年

と原爆ドームを維持し続けるためには、とのような

保存方法と技術が最も適しているのかを、建築に携

わっている人間として考える所がありました。今日

は広島平和記念日について話をさせて頂きました。 

＊Ｃ．Ａ新年度活動方針 

＊会場監督 

 波多野篤志委員長 

【基本方針】例会及びクラブの会合

の品位と秩序を守り、ロータリーの

品格を高め、会員同士がより親密を

図る場に成るよう雰囲気造りに努める。 

【事業計画】 

１．会長・幹事・各例会担当委員長と連絡を取り、

例会の円滑な運営に努める。 

２．例会出席者数を把握して、例会食の無駄をなくす。 

３．例会当日の会場設備を点検し、円滑な進行を図る。 

４．来賓、来訪者に対して、感謝の心を持って、接

待に努める。 

５．例会中の私語等、秩序を乱す行為には、注意を

促し、例会の風紀の維持に努める。 

６．月別担当者を決めて順番に行う。 

＊ロータリー情報委員会 

 前田仁夫委員長 

【基本方針】当委員会はロータリ

ーに関する知識と情報を提供する

ことを目的とする。特に新会員に

は、ロータリーの知識と会員としての責務について

理解が得られるよう努める。 

【事業計画】 

１．当委員会が行っていました毎月第一例会に「ロ

ータリー要領」又は「四つのテスト」を会員の

意識高揚のために唱和していましたが、本年度

からは職業奉仕委員会で実施頂ければ幸甚です。 

２．新会員及び入年次の浅い会員のレクチャーに当

たることもある。 

３．Ｉ・Ｇ・Ｍを年４回に分けて開催し、会員相互

の友好とロータリーの理解を深めることのでき

る場を提供する。 

＊ニコボックス委員会 

 森敬委員長 

【基本方針】会員の皆様が自発的

な投函であることを基本とし、明

るい雰囲気づくりに努める。 

【事業計画】 

１．会員及びお客様の声を心を込めて披露する。 

２．投函者の感謝や喜びを皆で祝福できる様な雰囲

気づくりをする。 

３．受付、披露はニコボックス委員により当番制で

行う。 

４．ニコボックスの開設は持ち出し例会などにおい

ても随時行う。 

５．最多投函会員には、感謝の気持ちを込めて記念

品を贈る。 

＊会員基盤増強維持委員会 

 吉田和也委員長 

【基本方針】新入会員の入会を促進

し、クラブの発展に努め、活気のあ

るクラブにする。 



【事業計画】 

１．会員増強をクラブの主要なテーマの一つとして、

全会員一丸となって新入会員の増強に努める。 

２．入会候補者を推薦してもらい、例会への出席を

推進する。 

３．退会防止を図る。 

４．女性会員、家族会員の入会を促進する。 

＊職業分類委員会 

 吉田和也委員長 

【基本方針】未充填の職業分類の会員確保に努め、

新会員を推薦する。 

【事業計画】 

未充填の職業分類表を作成して配布し、全会員に新

入会員候補者を推薦してもらう様努める。 

＊会員選考委員会 

 吉田和也委員長 

【基本方針】推薦された会員候補者が、ロータリア

ンとして活動出来るかどうか判断し、人格及び社会

的地位などを調査して理事会に報告する。 

【事業計画】 

推薦者を信頼するが、以下の項目を総合的に判断す

る。 

・奉仕活動に理解があるか。 

・例会や諸行事に積極的に参加できるか。 

・職業人として評判は良いか 

・好意と友情を深めることができるか。 

＊インターアクト委員会 

 古田博文委員長 

【基本方針】関商工インターアクト

クラブを支援し、社会奉仕活動や国

際親善活動への積極的な参加を推

進する。 

【事業計画】 

・里山、森林整備 

・岐阜県中・東濃地区ＩＡ協議会 

・長良川水系の水質調査と清掃 

・顧問教師部会 

・台湾景文高校との交流 

・Ｉ.Ａ.Ｃ地区年次大会 

インターアクトとは、「インターナショナル」と「ア

クション」から由来した言葉です。1962年アメリカ

で始まり、12才から 18才の青少年にボランティア、

リーダーシップ精神の向上と国際感覚の高揚等を目

的にＲＣ主導で組織されたそうです。関商工は 1986

年 4月篠田和夫会長のもとで設立されました。時の

副会長が、現役の広瀬さんで、ちなみに当時以前の

メンバーで残っていらっしゃるのは広瀬恒行さん、

前田仁夫さん、伊佐地金嗣さんのみであります。 

 私は入会 30年目になりますが、ＩＡ委員会は委員

長をはじめ何度もやらせて頂きました。お亡くなり

になりました渡辺正敏さんと、韓国 春川市のＲＣ

とのＩＡ交流で下見を含め、二度当地を訪れました。

海抜 800m程の美しい市で、あの「冬のソナタ」のロ

ケ地です。38度線近くでソウルより北東へ 100ｋｍ

ぐらいです。夏でも朝は涼しく、空気の澄んだ湖の

きれいな所でした。春川の高校と関商工高校ＩＡの

交流は三度ほど行われたと思います。私自身も男子

生徒 2名、女子生徒 2名をそれぞれホームステイさ

せました。言葉が分からず苦労しました。 

 また、40年に一度というＩＡ年次大会を関市文化

会館で開催し、関商工のバトントワラーと吹奏楽で

盛り上がったのも記憶に新しいです。残念ながら毎

年参加の韓国学生はＳＡＲＳウイルスの為、来日で

きませんでした。さて、本年度は主な大会が全て中

止で、事業展開が全く読めず、三役あるいは理事の

皆様とよく相談の上、進めてまいります。 

＊プログラム委員会 

 石原妙生委員長 

【基本方針】会長・幹事及び各委員

会の協力を得て、事業計画に沿った

内容とし、会員にとって有意義で楽

しい例会になる様なプログラムにする。 

【事業計画】 

１．年間の例会予定表を作成する。 

２．各委員会には、出来るだけ早い段階で担当例会

の案内を出し、内容を知らせてもらうようにす

る。 

３．会員同士の理解や親交を深めるため会員卓話を

多くしていきたい。 

 



＊出席委員会 

会員数 33名、本日の出席 24名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長・幹事 

今日は、第 3回目のＣ．Ａです。発表される委員

長さんたちご苦労様です。宜しくお願いいたしま

す。 

・前田仁夫君 

 この 7月 31日で私達㈱ダスキン関は、創業 50周

年を迎えました。又、関中央ＲＣ入会以来 42年間

皆出席できましたのもＭＡＫＥ ＵＰ制度のお陰

です。（約 400回） 

仕事では、全国20万組織の大役が出来ましたのも、

全国各地のダスキン関係のロータリアンの推薦の

お陰もありました。全ての知り合う皆様に感謝で

す。 

・土屋敏幸君 

 虎屋さんのお菓子、ありがとうございました。 

妻の為のものですが、少し頂戴しました。すごく

おいしかったです。 

24名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・日本のロータリー100周年の式典延期と記念切手発

売のお知らせ 

・8月のロータリーレートは 1ドル 105円です。 

・2020年 8月～2021年 5月のガバナー月信は電子配

信のみとなります。 

＜次例会の案内＞ 

第 2016回 2020年 8月 27日（木） 

卓 話 関市議会議長 波多野 源司様 

テーマ 「関市議会議長の重責」 

担 当 職業奉仕委員会 


