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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：岐阜県関市下有知 1655-1山田ビル 1階Ｄ室  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 2035 回例会 2021年 4月 1日（木） ／ 担当 会計監査 

卓 話  きくいけ整形外科 院長 喜久生 健太 様 

テーマ  「ホッケー選手のケガとオリンピック医療について」 

 

 

 

 

 

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱 

＊会長あいさつ 川村 紳一会長 

 皆さん今晩は、本日のクラブアッ

センブリーは、会長エレクト研修セ

ミナーの報告です。私も一年前にエ

レクト研修を受けましたが、コロナ

禍でユーチューブの動画配信及びＣＤによる研修で

した。一人での動画、ＣＤによる拝聴は辛いものが

ありました。今回も同様にウェブ研修となったよう

です。土屋会長エレクト後ほど、一人でのウェブ研

修状況を踏まえたエレクト研修セミナー報告よろし

くお願いします。 

 さて、３クラブ合同花見例会が、今年も二年続け

て中止になりました。それでも、桜は例年より少し

早い開花となりました。関市の中心部を流れる吉田

川両岸には、250本ものソメイヨシノが美しく咲き誇

ります。昭和 11年に小島七右エ門という人が、護岸

工事の完成を記念し「桜の町」にしようと桜を植え

たのが始まりで、「飛騨・美濃さくら 33選」にも選

ばれ、夜には夜桜を楽しむことができ、毎年 3月末

から 4月中旬にかけて、吉田川さくらまつりが開催

されます。 

「世の中に たえて桜の なかりせば 

 春のこころは のどけからまし」 

平安時代、在原 業平が詠んだ歌にもあるように、冬

の間、桜が花開くのをずっと待ち望む日々を過ごし、

咲いたと思ったら、今度はいつ散ってしまうのかと

心を悩ませる日々・・今年の桜が終わっても、私た

ちはきっと、来年も再来年も、桜が咲き誇るのを待

ち侘びることでしょう。他にも桜の名勝は、各務原

の新境川両岸 4ｋｍに渡って咲き誇る 1,000本以上

の桜並木、水面を覆うように咲き乱れる桜は必見で

す。又、薄墨公園の薄墨桜、岐阜公園長良川提の桜、

関市善光寺の桜、小倉公園の桜、寺尾ヶ原千本桜公

園など近くには花見をする場所が多くあります。今

前例会の記録 第2034回 2021年3月25日（木） 

「Ｃ．Ａ 会長エレクト研修セミナー報告 

および委員会構成について」 

担 当 次期会長・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～ 



年は開花が早くもう満開間近のようです。私も今年

は近くで夜桜を見に行きたいと思っています。もち

ろん、感染防止対策を守り、感染リスクを避けて花

見をするつもりです。私たち現代人にとっては桜も

さることながら、新型コロナや花粉症など他にも気

をもむことが多い春になりそうです。 

 私も会長の任期が残り 3ヵ月あまりです。今年に

入ってからは例会もままならず、ようやく緊急事態

宣言の解除に伴い 3月から例会を開始したところで

す。残りの３ヵ月頑張りますのでよろしくお願いし

ます。 

＊クラブ・アッセンブリー 

会長エレクト研修セミナー報告 

 土屋 敏幸会長エレクト 

 2021年 3月 13日（土）に、オン

ラインによる研修セミナーに参加

した。私はパソコン等の操作が得意ではないので、

11時前に Zoomへの接続をしたが何とか受付できた。

ただ、私のパソコンには、カメラやマイクが付いて

いないので、他の方のように顔は映らないし、会話

もできない。13時まで他の人の映像や会話をぼーっ

と聞いていた。これで本当に受付できたのか、心配

にもなった。私はただ聞くだけである。 

 13時から開会セッションがあり、13時 30分から

第 0セッション、RI会長エレクト シェカール・メ

ータ氏（インド）のオンラインによるメッセージと

各地区会長エレクト（6人）より質疑応答が行われた

のだが、同時通訳ありとなっていたのに、それは実

行されなかった。私には英語は分かりません。これ

では、会員の皆さんにどう伝えたら良いのか？困っ

たものだ。慌てて石原妙生さんに泣きついた。彼の

アドバイスで頂いた資料を見て伝えることにする。 

（2021年 2月 1日 2021-22年度テーマ講演より） 

「もっと行動し、もっと成長する」これが私たちを

導く信念。「もっと行動し」とはより大きく、インパ

クトをもたらす奉仕プロジェクトを意味する。「もっ

と成長する」とは会員を増やし、参加基盤を広げる

ことを意味する。過去 17年以上、ロータリーの会員

数は 120万人のまま横ばいとなっている。17 ｹ月間

（2022年 7月 1日まで）で 130万人に増やすことが

目標。これを実行に移す為の答えが「Each One.Bring 

One」つまり、今後 17か月間に各ロータリアンが新

会員1名を入会させるようお願いすることだそうだ。

クラブ会長自身が模範を示し、「変革者」となりなさ

いとのこと。私には、大分、荷が重すぎるが、常に

念頭に置くことにしよう。もうひとつが「女子のエ

ンパワメント」。女子が抱える問題にロータリーが取

り組み、それを和らげるように導くことだそうだ。 

彼が掲げた 2021-22年度のロータリのテーマは 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

（Serve to Change Livers） 

である。「誰かのために生きてこそ、人生は価値があ

る」のだそうだ。このテーマについて彼が書いた詩

を紹介する。 

授けられた最大の贈り物は 

誰かの人生に触れる力 変える力 

違いをもたらす力 めぐりゆく命の中で 

手を 心を 魂を 差し伸べるなら 

魔法が起こる  歯車が回りだす・・ 

ともに歯車を回そう  全人類の繁栄のために 

私たちには力と魔法がある 奉仕しよう・・

みんなの人生を豊かにするために 

14時 30分から第 1セッション 

会長エレクト「次期 RIテーマと地区活動方針」 

 浦田幸一ガバナーエレクトが掲げた地区方針は

「つねに超我の奉仕を胸に」だ。日本には、古くか

ら先義後利（せんぎこうり）という教えがある。他

者を優先し、自身の利益を後にする行い。利益は追

及するものではなく、後からついてくるものという

考え方だ。世界は新自由資本主義（人に迷惑をかけ

なければ何をやってもよい自由主義）からステーク

スホルダー資本主義へ移行しなければいけない。 

 日本は大昔からステークスホルダー資本主義の先

進国だそうだ。近江商人の哲学「売り手、買い手、

世間の三方よし」もそのひとつだ。 

2021-22年度地区戦略計画の最重要目標は 

①会員維持・増強とクラブの基盤強化を推進する。 

②ロータリーの職業奉仕の理念を考え、日本人とし

て長きに亘って社会生活の中で培われてきた倫理

と高潔性を再確認し、日本のロータリー文化を維



持推進する。 

③ロータリー財団への寄付を奨励する。 

④公共財団法人 米山奨学会の事業を支援推進する。 

彼もまた、会員維持・増強、女性会員を増やすこと

に会長がお手本を示せと言っている。私には無理と

あきらめるのではなく、ない知恵を絞り、次世代メ

ンバーを育て、未来へ繋ぐ努力をしようではないか。

自信はまったく無いけれど。 

15時からは第 2セッション 

 地区研修リーダー 木村静之氏 

 ロータリーの奉仕の理念と職業奉仕の考え方 

はじめは親睦のロータリーであったが、社会奉仕が

芽生え、ロータリーの拡大につながった。ロータリ

ーはどのようにして職業奉仕を提唱するようになっ

たのか。商取引において長く安定した取引を続け、

利潤を上げていくには、相互の信用確立が大切。そ

れには相手の身になってものを考えるサービスの心

が大切である。職業上の高い倫理水準を保ち、役立

つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なも

のにすることだ。 

 ロータリーに伝統的にあった諸原則 

「一業種・一会員制の原則」「規則的例会出席の原則」 

これらの原則が、昨今緩められてしまった。近年の

ロータリーは会員数の減少、高齢化、名門クラブの

衰退などが起き、RIの目指すロータリーは「世界有

数のボランティア団体」に移行している。我々日本

のロータリアンは、大切な伝統を守りつつ、世界の

ロータリーの変化と折り合いをつけなければならな

い。日本のロータリーは伝統的に職業奉仕を重視し

ているので、クラブ会長として、職業奉仕の理念や、

それに沿ったエピソードを話してほしいとのこと。

これも難題ではある。 

15時 30分からは第 3セッション 

次期地区研修リーダー 辻 正敏氏 

会員維持とクラブの活性化、例会のあり方。公共イ

メージと認知度の向上。 

お会いしたことがある方なので、親近感がわく。彼

の講義はいつも風変りだ。今回は「紙芝居（ホウシ

号）船長ハグルマ君の悩み」を作成し発表された。

動かなければ未来はない。外に出て、公共イメージ

をあげて、会員増強につなげるという内容を描いて

いる。ちょっとホッとした時間になった。 

16時 10分からは第 4セッション 

ロータリー財団について 

ロータリー財団部門 次期委員長 堀部 哲夫氏 

ロータリー財団のあらまし。使命、寄付金と補助金

事業 寄付金の種類、認証プログラム 

寄付金と補助金のフロチャート、補助金事業の種類、

奨学金の種類、ポリオ根絶活動について等の説明を

受けた。 

16時 40分から第 5セッション 

奉仕プロジェクト社会奉仕 国際奉仕、インターア

クト、ローターアクト、青少年奉仕、青少年交換、

米山記念奨学の次期委員長による発表があった。 

このころになると少々集中力がなくなっている。あ

まり記憶に残っていないのが現実である。その中で

も社会奉仕委員会の資料に、2019年実施の地区補助

金プロジェクトNO.16関中央ＲＣ 地域社会の発展、

将来を担う子供たちに里山整備を通じ、自然環境の

維持や自給自足の大切さを学んでもらうと記されて

いる。少し誇らしげに思う。やはり先輩諸氏の活動

はすごい。話は変わるが、次期地区社会奉仕委員の

中に長尾一郎君の名前があった。関ロータリークラ

ブ所属で、私の高校時代の同級生だ。 

17時 20分～17時 30分 閉会セッション 

まとめると、ＲＩ会長エレクトはテーマを実践する

ために「もっと行動し もっと成長する」ことだと

言っている。第 2630地区がガバナーエレクトは「会

長は手本を示せ」最も過激なのは地区研修リーダー

の「会長の時間に命を懸けてほしい」だ。 

 今の私には面と向かって何も言えないが、この緊

急事態の中ではたしてどこまでのことができるのだ

ろうか。まず、やれることは必ずやる。できない場

合には無理をせず力を蓄え、次の何をするのか、何

をしたいのかを考え、それに向かって準備をし、通

常の生活に戻ったら一気に行動に移す。この方がイ

ンパクトの強い活動になり、公共イメージも自ずと

上がるのではないか。 

 ロータリーのＰＲ活動についても「抜萃のつづり」



で読んだおばあさんの話に感動した時、少し違和感

を覚えるようになった。 

 私が入会した時のことなので正確ではないが、あ

るおばあさんが毎月少しずつだが市に寄付を何十年

もしていたそうだ。ある時市長が感謝状を贈りたい

ので、市役所まで来て頂きたいと誘ったが、おばあ

さんは「私より、ここの市民の皆さんを表彰してほ

しい」と言ったそうだ。理由を聞くとおばあさんは

母子家庭で、若い時は生活が非常に苦しかった。そ

んなときご近所の人達が何かと世話をしてくれた。

おかげで子ども達も無事成長し、巣立っていった。

それからおばあさんの寄付が始まり、生活費以外の

お金を毎月役所に持って行き続けたのだ。おばあさ

んは助けてくれた市民に感謝し、そのお礼をしてい

るだけだと言う。私も死ぬまでにはこのおばあさん

のようになりたいと思う。ＲＩ会長エレクトも「奉

仕を定義するのは、奉仕の規模だけでなく、奉仕に

対する姿勢です。」と書いている。最後に私は、偉大

なる藤村伸隆氏に「未来を繋ぐ」努力をするだけで

ある。 

＊委員会構成について 

川上勉クラブ研修リーダー 

例年当クラブの委員会活動計画は、

委員長単独にて 4～5年前からの計

画に倣って作成していました。私た

ちが入会した当時は、各委員長が委員を集め年間活

動計画を練った上作成していました。 

ロータリークラブの管理運営を長年変更せず、放

置して置くと、制度疲労が起きると言われています。

2021-2022年度は、創立 45周年節目の年となります。

節目の年にふさわしい委員会活動をお願いするため

に、活動系列が解りやすい、委員会構成（案）を提

案いたします。（2021-2022 年度関中央ロータリーク

ラブ理事・役員及び委員会構成（案）は最終ページ

添付）尚、委員会構成（案）内の青少年育成を新世

代奉仕としています。根拠を説明いたします。「新世

代」とは、ロータリー家族の最も若い世代の人々を

指し、その多くは、青少年や若者を対象とした ロー

タリーのプログラム（インターアクト、ローターア

クト、青少年指導者養成プログラム、青少年交換）

の参加者たち。さらに、ロータリークラブや地区の

活動に参加している奉仕志向の若者たちも含まれま

す。「新世代」という言葉は、ルイス・ビセンテ・ジ

アイ元RI会長が初めて使いました。ジアイ元会長は、

若い人々にロータリーのプログラムと活動にもっと

参加してもらうことこそ、ロータリーの将来を確か

なものとするためのカギであると信じていました。 

1996年のカルガリーRI国際大会で、元会長は「成

功と失敗を分かつ要素は、未来へのビジョンです。

これは、かつてないほど真実であると言えます。 新

世代は未来への投資です。今日から、未来を築き始

めようではありませんか」と発言された。 

2010 年、「新世代奉仕」はロータリーの第五の奉

仕部門となりました。標準ロータリー・クラブ定款

第 5条に、「奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指

導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉

仕プ ロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解

を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならび

に若者によって、好ましい変化がもたらされること

を認識するものである。」と明記され現在に至ってい

ます。 

＊出席委員会 

会員数 31名、本日の出席 16名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・幹事 

 本日は土屋会長エレクト、エレクトセミナー報告

御苦労様です。私事ですが、本日待望の初孫が産

まれ、今日から「たえじ～」です。 

・土屋敏幸君 

 今日は退屈な話になるかもしれませんが、我慢し

て聞いてください。宜しくお願いします。 

16名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・関商工高の 10～15年後を考えるため行われる会議

「みらい」検討委員会の第 1回目ということで 3

月 15日に会長代理として出席しました。 

＜次例会の案内＞ 

第 2036回 2021年 4月 22日（木） 

Ｃ．Ａ 地区研修・協議会報告 

担 当 次期会長・幹事 



 

副会長担当

委員会名 委員長 副委員長

藤村　伸隆 川村　紳一 プログラム 伊佐地　司

川上　　勉 波多野篤志 会場監督 吉田　和也 古田　育則 波多野好文 西田　健一

伊佐地　司 塚原　康寿 出　　　席 北原　慎 伊佐地金嗣 大藪　太 小川　糧司

石原　妙生 大藪　　太 ニコボックス 長谷部貴司 佐藤　忍 前田　仁夫 山本　義樹

山本　義樹 西田　健一 クラブ会報

波多野好文 森　　敬 雑誌・広報

吉田　和也 佐藤　忍 親睦活動 古田　博文 高井　良祐 森　敬 桜井　秀義

会計監査 長谷川　修 川村　紳一

会長エレクト担当

委員会名 委員長 副委員長

ロータリー情報 喜久生明男 前田　仁夫 小川　糧司 高井　良祐

職業分類

会員選考

委員会名 委員長 副委員長

会長ｴﾚｸﾄ 藤村　伸隆 職業奉仕 大藪　太 尾崎　将之 長谷部貴司

直前会長 川村　紳一

研修リーダー 川上　勉 委員会名 委員長 副委員長

幹　事 伊佐地　司 社会奉仕

副幹事 塚原　康寿 環境保全

直前幹事 石原　妙生

会　計 森　敬 委員会名 委員長 副委員長

会場監督 吉田　和也 青少年育成 西田　健一 吉田　和也 藤村　伸隆 後藤　政之

委員会名 委員長 副委員長

インターアクト 石原　妙生 塚原　康寿 伊佐地金嗣

委員会名 委員長 副委員長

波多野篤志

藤村　伸隆

職業奉仕 大藪　太

社会奉仕 山本　義樹 委員会名 委員長 副委員長

新世代奉仕 西田　健一 国際奉仕 波多野好文 川上　勉 山田　文夫 川村　紳一 理事役員

国際奉仕 波多野好文

委員会名 委員長 副委員長

委員会名 委員長 副委員長 カウンセラー

クラブ奉仕委員会 委　員

波多野篤志

藤村　伸隆

会員基盤

増強維持
川村　紳一 吉田　和也

後藤　政之 森　敬 塚原　康寿 石原　妙生

波多野篤志 理事役員

理事・役員

土屋　敏幸

2021-22年度関中央ロ－タリ－クラブ理事・役員及び委員会構成（案）

クラブ奉仕委員会 委　員

委　員

委　員

北原　慎 理事役員

国際青少年交換

委　員

山本　義樹 小川　糧司

委　員

古田　育則 喜久生明男 石原　妙生 田中　静夫

委　員

米山記念奨学 山田　文夫 長谷川　修 高井　良祐

ロータリー財団 佐藤　忍 古田　博文

委　員

委　員

波多野好文

会長　土屋　敏幸

国際奉仕委員長

西田　健一

社会奉仕委員長

職業奉仕委員長

クラブ奉仕

五大奉仕委員長

山本　義樹

新世代奉仕委員長

大藪　太


