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クラブ会報委員長

大藪太

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～

本日のプログラム 第 2017 回例会 2020 年 9 月 3 日（木） 担当 会長・幹事
卓 話
関市長
尾関 健治 様
テーマ 「新型コロナウイルス対策事業」 「今年度の主な事業」

前例会の記録 第 2016 回 2020 年 8 月 27 日
（木）
卓

話

関市議会議長 波多野

テーマ

「関市議会議長の重責」

担

職業奉仕委員会

当

源司様

受入も延期が続いていましたが、本日初めての訪問
となりました。今後は毎月、関中央ロータリークラ
ブの例会に出席していただき、友好を深めて頂きた
いと思います。
さて、本日の卓話は、我がクラブのメンバーであ

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱

る波多野 源司様 関市議会議長という重責を担っ

＊お客様の紹介

て、関市の為に日夜頑張っていられる事に会員一同、

国際ロータリー第 2630 地区

米山記念奨学委員会

副委員長 長谷川 隆志様（岐阜東ＲＣ）
米山記念奨学生 李 凱欣さん
＊会長あいさつ

川村 紳一会長

本日のお客様を紹介します。地区

敬意を表すると共に健康に留意して頂きますよう願
っています。昨日、ホルガー・クナークＲＩ会長、
Ｋ.Ｒ.ラビンドラン ロータリー財団管理委員長名
でメールがありました。
「アフリカ地域の野生型ポリ
オ根絶認定について」のメールを見られた方も居ら

米山記念奨学委員会 副委員長

れると思いますが、ここで披露させて頂きます。

長谷川 隆志様、米山記念奨学生

ロータリアンの皆様

李

この度、世界保健機構（ＷＨＯ）アフリカ地域の野

凱欣さん、関中央ロータリーク

ラブへようこそおいでくださいました。クラブ員一

生型ポリオウイルス根絶が認定されたことを、喜び

同心より歓迎いたします。

とともにご報告申し上げます。アフリカ地域から野

当初は４月より当クラブにて李 凱欣さんを受入

生型ポリオをなくすために、ロータリー会員は計り

予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により、

知れない役割を果たしてきました。懸命な活動によ

地区の行事等延期、又は中止になり、米山奨学生の

り、アフリカだけでなく世界のほぼすべての国にお

いて野生型ポリオウイルスを根絶してきたことを私

＊米山記念奨学生紹介

たちは誇りとすべきです。この進展は、アフリカ地

＊米山記念奨学生あいさつ

域の全４７ヵ国における数十年間の取組の成果です。

長谷川
李

隆志様
凱欣さん

みなさん、こんばんは。コロナの影響でなかなか

これには、徒歩、ボート、自転車、バスによる数百

お会いできませんでしたが、やっと皆さんとお会い

万人もの保険ワーカーの移動、紛争地帯や政情不安

することができて嬉しいです。これからの 1 年間ど

地域の子どもにワクチンを投与するための画期的戦

うぞよろしくお願い致します。

略、まひ症状の検査や下水でのウイルス検知のため

＊カウンセラー紹介

高井 良祐カウンセラー

の膨大な監視ネットワークも含まれます。過去 20 年
間、アフリカ地域と世界中の無数のロータリー会員
が、資金調達、子どもへのワクチン投与、自治体・
政府リーダーへの支援呼びかけ、予防接種の重要性
に対する認識向上のために一体となって活動し、世
界ポリオ根絶推進計画によるポリオ症例への効果的
な対応と感染拡大抑止を支援してきました。これは、
ロータリー、アフリカ地域、ＧＰＥＩのパートナー
団体にとって、世界全体のポリオ根絶に向けた大き
な一歩となるものです。しかし、残る 2 つのポリオ
常在国でポリオに打ち克つまでは、活動を継続して

＊米山記念奨学金贈呈

いかなければなりません。これまで私たちは、ポリ

＊卓

話

オ根絶活動を通じて多くの課題に直面しつつも、目

関市議会議長

波多野 源司様

覚ましい前進を遂げてくることができました。ロー

テーマ

タリアンが支援したポリオのインフラ構築は、今後

5 月 1 日関市議会臨時議会におい

数十年にわたって他の疾病から子どもたちを守り続

て議長に就任いたしました、波多野

ける永続的な遺産となります。私たちに求められる

源司でございます。就任いたしまして改めて責任の

のは、ポリオ根絶へのコミットメントを新たにする

重大さに身の引き締まる思いであります。皆様方の

ことです。この闘いに勝利し、ポリオプラスに毎年

ご指導を賜りながら議長として全力で、公正かつ円

5000 万ドルの資金を調達するために、一人ひとりの

滑な議会運営、そして更なる活性化に努めてまいり

貢献が必要とされます。この度の快挙は、世界全体

ます。二元代表制の一翼を担う市議会の役割も大き

でのポリオ根絶が実現可能であることを示し、新型

く、皆様方から選ばれた議員が皆様の声を伝え、市

コロナウイルスの世界的流行の中でも活動と協力、

政をますます発展させていくことが責務だと思って

そして寄付を通じて前進できることを物語っていま

います。

「関市議会議長の重責」

す。アフリカ地域での野生型ポリオフリー実現にい

現在、新型コロナウイルスの感染拡大により、関

たる皆さまからのご支援に心から感謝いたしますと

市においても市民の生活や経済活動に重大な影響を

共に「ポリオのない世界」という私たちの約束を果

及ぼしている状況の中、関中央ＲＣから新型コロナ

たすために引き続きご支援いただけますようお願い

ウイルス感染対策の取り組みの一環として、関市に

申し上げます。心を込めて

大変貴重だったマスク、消毒液等のご寄附を関市に

国際ロータリー会長

賜り、改めて敬意を表しますとともに感謝を申し上

ホルガー・クナーク

ロータリー財団管理委員長

Ｋ.Ｒ.ラビンドラン

ホルガー・クナーク国際ロータリー会長のメッセー
ジを代読して挨拶とさせて頂きます。

げます。
本来、議長といいますと、1 日に 3 つ 4 つの会議に
出るのが常ですが、新型コロナウイルス対策の関係

で、今は全て書面でございます。しかし、議長にな

カウンセラーの西田さんの挨拶から始まりました。

ってから 4 カ月ですが、市役所へ行かなかったのは 5

挨拶の内容は、関中央ロータリークラブ内規のＩＧ

日程度です。こういった緊急な時期ほど議長の決断

Ｍを読み上げるものでした。前田さんの乾杯で食事

が求められ、夜 10 時、11 時になることも多くあり、

がスタートし、前田さんや西田さんがロータリーの

かえって忙しい毎日を送っております。

昔話をされました。

昨年までは、議会での代表質問、一般質問は、災

先日のデイキャンプの話題が出ました。岐阜新聞

害対策や少子高齢化についての質問が多かったわけ

に大きく掲載されていたという話から、でも掲載が

ですが、今はコロナウイルスの議題が多くなってお

遅かった。マスクの時は早かったと言われるので、

ります。

確かお盆休みの絡みで遅れると聞いていたと説明し

話を戻して、今、関市の大きな課題は、加速する

ました。キャンプに参加されなかったメンバーが多

少子高齢化、人口減少から起きる様々な課題です。

かったので、川上さんが魚を頑張ってさばいた話も

私の住む上之保では私が議員に出たときの 10 年前は、

ちゃんとしておきました。新聞掲載の話から我々関

人口約 2500 人でした。10 年経った今、人口は約 1500

中央ＲＣはしっかり活動していると皆さん自画自賛

人となり、約 4 割の減少です。高齢者ばかりで若者、

しておりました。終始楽しい時間となり、こんな楽

子どもがいない、学校が統合して中学校がない、地

しいＩＧＭなら毎月開催してもらって、毎回参加し

域の伝統文化、伝統行事が維持できなくなるなどの

たいと思いました。

課題があります。上之保の高齢化比率は 50.26%です。

＊出席委員会

コロナ対策事業に関しては、関市長は、色んなア

会員数 33 名、本日の出席 22 名です。

イデアを出し、頭脳を結集して、市民を守るため、

＊ニコボックス委員会

市民の幸せのために、コロナ対策プレミアム商品券

・会長・副会長・幹事

（せきチケ）
、せきのお食事応援券等々様々な施策を

地区米山記念奨学委員会

打って頂いております。財政についてもご心配され

様、米山記念奨学生 李 凱欣さん、関中央ＲＣ

るかと思いますが、平成 30 年度決算による実質公債

にようこそ、会員一同歓迎申し上げます。

費比率は、関市は県内 7 位です。

副委員長 長谷川隆志

・波多野源司君

まだまだコロナがいつ収束するか分からない状況
で、経済も停滞しております。そんな中、国の補助
金等を十分に活用しながら市民の皆様の幸せのため
に頑張っていきたいと思います。

お久しぶりです。本日の卓話よろしくお願い致し
ます。
・山本義樹君
波多野源司さんには大変ご無理を申しました。本

新型コロナウイルスの一日も早い収束、現在、治
療中の方々の一刻も早い回復、そして関中央ＲＣの

日の卓話を楽しみにさせて頂きます。
・高井良祐君

ますますのご活躍そして皆様方ご企業の更なるご発

地区米山記念奨学委員会

展、ご健勝を心からお祈り申し上げまして卓話とさ

様、米山記念奨学生 李 凱欣さん、ようこそ関

せていただきます。

中央ＲＣへ。歓迎致します。

＊８月度ＩＧＭの報告 レポーター

森

敬会員

令和 2 年 8 月 20 日、場所 味の孫六にてＩＧＭが

副委員長 長谷川隆志

22 名のご投函ありがとうございました。
＊幹事報告

開催されましたので報告いたします。メンバーは前

・関商工高校へのマスク贈呈の件について、関市長

田仁夫さん、西田健一さん、佐藤忍さん、大藪太さ

及び関商工高校 校長先生、生徒会長から台北南

ん、波多野好文さん、長谷部貴司さん、吉田和也さ

隆ＲＣへの御礼状が届きましたので送付させて頂

ん、そして今回レポーターの私、森敬の 8 名で、実

きました。マスク贈呈につきましては、次月のガ

に幅広い年齢層での会議でした。

バナー月信に掲載される予定ですのでご覧くださ

い。
・例会場について
・第 1 回幹事会の協議内容報告
・ガバナー事務所より熊本豪雨義援金の御礼状拝受
＜次例会の案内＞
第 2018 回 2020 年 9 月 6 日（日）13 時～
東海北陸道グループＧＴＭ
担当 会長・幹事

場所 神楽

