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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

事務局：岐阜県関市下有知 1655-1 山田ビル 1 階Ｄ室
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関中央ロータリークラブ会長テーマ

「みんなで考えよう

未来へ繋ぐために」

本日のプログラム 第 2041 回例会 2021 年 7 月 15 日（木）
「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」 ／ 担当 会長・幹事

前例会の記録

第 2040 回 2021 年 7 月 1 日
（木）

新旧会長、副会長、幹事 席の交替

「通常総会・懇親会」
担

・直前幹事あいさつ 直前幹事 石原 妙生

当 会長・幹事・親睦活動委員会

・・・2021～2022 年度 通常総会次第・・・

新旧会場監督の交替 波多野篤志～吉田和也
・新会長あいさつ

会長

土屋 敏幸

・新幹事あいさつ

幹事

伊佐地 司

・点鐘 会長 川村 紳一

・議長選出〈土屋敏幸会長登壇〉

・
「君が代」
・
「奉仕の理想」斉唱

・議事 ①2021～2022 年度事業計画について

・
「四つのテスト」唱和 職業奉仕委員長 山本義樹
・開会のことば 副会長 西田 健一

幹事 伊佐地 司
②2021～2022 年度会計予算について

・会長あいさつ 会 長 川村 紳一
・定足数の確認報告 幹事

石原 妙生

会計 森

敬

③その他

・議長選出〈川村紳一会長登壇〉

・閉会のことば 副会長 波多野 篤志

・議事

・点鐘 会長 土屋 敏幸

①2020～2021 年度事業報告 幹事 石原 妙生
②2020～2021 年度会計決算報告
会計 伊佐地 司
会計監査報告 喜久生 明男
③その他
・新旧会長・副会長・幹事バッジ、
クラブ旗引継ぎ（ＳＡＡ）
・直前会長あいさつ 直前会長 川村 紳一

＊会長挨拶 川村紳一会長
先程、会長として最後の点鐘を
させて頂きました。本当に久しぶ
りの点鐘で、胸に響きました。最
後の会長のあいさつということで
何を話そうかと思っておりましたが、この 1 年間で
例会が半分ぐらいしかなかったかと思います。この
一年間コロナ禍での手探りの運営ということになり

ましたが、会員の皆様の協力で何とか一年間やり遂

＊直前会長挨拶

げることができたかなと思っております。しかしな

川村

紳一直前会長

がら、会長としてやりたかった事業はコロナ禍のた

一年前、私が大変緊張する中、

めにたくさん残りました。台北南隆 RC、景文高校と

吉田会長より会長のバトンを受

関商工高校の交流事業、クリスマス例会、結婚記念

けました。その頃、日本国内では、

例会、新春例会等々なかなか開催できなかったこと

コロナ感染拡大に繋がりつつありましたが、第 2 波

は残念に思います。奥様方のロータリーに対する理

になる前に通常総会を開催させて頂き、年次運営計

解に報いる懇親会も企画しましたが、コロナ禍で中

画、予算案を承認して頂きました。会長としての準

止せざるを得なくなりました。誠に心残りです。

備は、エレクト研修はリモートで受けました。本来

この後、事業報告、会計決算報告についてご審議

エレクト研修は 1 泊 2 日の予定で、高山で研修する

を頂きご承認を頂けましたら私の最後の仕事が終わ

ことを心待ちにしておりましたが、コロナの感染拡

ったかなと思っております。会長エレクト、会長と

大で中止ということになりました。本当に 1 人で研

して、この 2 年間、貴重な経験をさせて頂き、本当

修をして大変不安の中、会長の職を務めることにな

にありがとうございました。土屋会長のもと関中央

りました。どうしていったら良いのか不安でしたが、

ＲＣ会員が一丸となってコロナに負けないよう活発

会長経験者の西田副会長、石原幹事の協力のもと年

なクラブ運営が出来るよう微力ながら協力して頑張

次運営計画書を作成しまして、プログラムを進める

っていきたいと思っております。会員の皆様も土屋

なか、地区インターアクト年次大会、ガバナー公式

新会長を盛り立てて頂く様お願いして挨拶とさせて

訪問も中止になり、2630 地区もほとんど中止、もし

頂きます。

くはリモートという研修に代わりました。このまま

＊新旧会長・副会長・幹事バッジ交換

では会長として何も出来ないのではないかと思いで
ございました。そんな中 3 役で相談の上、クラブ事
業としてひとり親家庭の子どもたちとのキャンプを
デイキャンプに切り替え行いました。子ども達と楽
しい 1 日を過ごしたことが心に残りやってよかった
と思いました。
コロナ禍で何も出来ないではなく、工夫すれば出
来ることがあるとの思いで、森林整備例会、長良川
クリーン作戦等々少し内容を変更しながら行うこと
が出来ました。いずれにしましても半分以上、行事

＊クラブ旗引継ぎ

が出来ませんでした。また、例会においても半分程
度しか開催できませんでしたが、会員同士のつなが
りを大切にしたいとの思いから原稿例会での卓話担
当者に原稿依頼して発行し続けることが大切だと心
がけてまいりました。私が最初にかかげた「一人ひ
とりが輝く～会員同士の絆を大切に～」ということ
で少ない行事においても会員同士の積極的な参加を
促し、クラブの活性化ができたのではないかと思っ
ております。改めてこの一年間振り返ってみて、コ
ロナに振り回された 1 年間でしたが、私を支えて頂
いた三役、諸先輩、会員の皆さん、心から感謝申し

上げます。最後に次期土屋新会長にクラブ会長を引

その気になれば何とかなると思います。頑張りまし

き継ぎさせて頂きました。第 45 代会長として私の時

ょう。

には出来なかった事業、45 周年記念事業が出来るよ

今回、新年度メッセージが

浦田 幸一ガバナー

うに全会員が協力していかなければいけないと思っ

から届いておりますので、披露させて頂きます。

ております。コロナ終息後、関中央ＲＣの益々繁栄

「皆さんこんにちは。新しい年度が来ました。希望

することを祈念申し上げ、直前会長のあいさつとさ

の日です。コロナに打ち勝ち、本来のロータリーに

せて頂きます。1 年間本当にありがとうございまし

立ち返るための日です。原点を思い出しましょう。

た。

ロータリーの基盤は親睦にあり。ロータリーの親睦

＊直前幹事挨拶

は例会に出席することから始まります。例会は自己

石原妙生直前幹事

の意識を成長させる場であり、例会に出席すること

川村会長が詳しくご挨拶された

によって見識が広がり、こころが磨かれ 奉仕のき

ので私がいう事はありません。楽し

っかけを得ることができます。入りて学び 出でて

いことは一つも出来ませんでした。

奉仕。例会のゴングと共に

それが残念ですが、事務局が移転できたことはよか

上げた 日本らしい超我の奉仕を胸に 復活しまし

ったかと思います。一つでも良いことがあったらい

ょう。
」以上です。1 年間宜しくお願い致します。

いのではないかと思います。これも会員の皆様のご

＊新幹事挨拶 伊佐地 司幹事

協力のおかげと思っております。1 年間ありがとう

今年の 10 月で、このクラブに
入会させて頂いて丸 5 年になりま

ございました。
＊新会長挨拶

さぁ皆さん。私が申し

土屋 敏幸会長

皆さん、こんばんは。とうとうこ

す。いずれはこういった日は来る
のかなと、何となく頭では理解は

の日がやって来てしまいました。受

していましたが、もう来たのかというのが率直な感

けた以上は精一杯努力しようと思

想です。今日を迎えるにあたりまして色々打合せを

っていますので、皆様のその大きな

しましたが、自分の知識のなさ、認識の甘さを痛感

心でご協力いただければ幸いです。

しております。土屋会長、波多野副会長の足を引っ

さて、新型コロナウイルスもワクチン接種が進め

張らない、皆様にご迷惑をかけないというのを今年

ば、ある程度終息に向かうのではと期待しておりま

度の目標として頑張りたいと思います。どうか 1 年

す。もう少し辛抱すれば、ロータリー活動も普通に

間よろしくお願いいたします。

再開できるので、もう少しだけ我慢しましょう。
今年度の関中央ロータリークラブのテーマを「み

・・・通常総会懇親会・・・
＊来賓のご紹介

んなで考えよう 未来へ繋ぐために」としました。

関市長 尾関 健治様

これを考えた時はコロナ第 4 波の真っ只中でしたの

中日新聞社 関支局長 加藤 隆士様

で、
「考えること」しかできないと思いました。そし

＊会長挨拶 土屋 敏幸会長

て皆さんに怒られながらも、何とか来年度に繋ぐこ

本日は、関市長 尾関健治様、中日新聞 関支局長

とだけを目標としよう。そうすれば関中央ＲＣが永

加藤 隆士様には大変お忙しい中、関中央ロータリ

く継続できると思います。
「考えること」のひとつが、

ークラブの通常総会後懇親会にご出席頂き誠にあり

収入に対して、現在の活動の支出が多いことです。

がとうございます。

ひとつひとつの活動の費用対効果を検討することが

当クラブも今年で 45 周年を迎えます。節目の大事

大事になってくるのではないでしょうか。それと収

な時に、私の様なものが会長になってしまい、本当

入を増やすこと＝会員増強が重要になってきます。

に大丈夫かなと思いますが、私なりに精一杯努力し

簡単なことではないですが、会員ひとりひとりが、

てまいる所存ですので、皆様方のご協力を宜しくお

願いします。

今日またきっかけとして関中央ＲＣの更なる活動を

また、まだ新型コロナが終息していませんので、

願って、またロータリーの皆様には大変お世話にな

皆さん紳士的な飲み方にして下さいね。そういう私

っておりますので、今後ともご指導ご鞭撻をお願い

が一番気をつけなければいけませんね。これで挨拶

して、私からの感謝の気持ちを込めてのご挨拶とさ

をおわります。ありがとうございました。

せて頂きます。

＊来賓挨拶

＊中日新聞

＊関市長

尾関健治様

皆さん、改めましてこんばんは。

関支局長

加藤隆士様

新聞を作っておりますと昨年は

久しぶりに皆さんにお会いできて

イベントが減ってきており、取材依

嬉しいなと思います。関市はまん防

頼が減ってきております。少しずつ

は解除されましたが、5 人以上の会

回復しつつありますが、思い通りにはいっていない

食は控えたほうが良いということですので、今日は

のが現状です。何とか地域を盛り上げていくために

挨拶だけでご無礼させて頂きます。

も、イベントは非常に重要だと思いますので、感染

昨年から続くコロナにつきまして 2 回に渡って消

状況を見ながらということになるかと思いますが、

毒機などをご寄附頂いております。改めて感謝申し

地域のために活動頂ければと思います。今後とも宜

上げたいと思います。市の一番のコロナ対策という

しくお願いいたします。

のはワクチンということになっております。関市の

＊米山記念奨学金授与

高齢者の方 65 歳以上の 1 回目でありますが、今日午
前 9 時の段階で 88％となっております。スタートが
遅かったものですから、お叱りの電話を頂きました
が、幸いにして医師会、看護師の皆様のご協力を頂
きまして、打つペースとしては集団接種会場でだい
たい 4500 回／週です。個別のクリニック各医院さん
で 2500 回から 3000 回くらい打って頂いております
ので、7000～7500 回／週、県内でも打つペースとし
てはかなり早い体制を整えているという風に思いま
す。それが 88％という数字につながっていると思い
ます。テレビや新聞でご存知かと思いますが、私達
の懸念材料はワクチンの今後の供給される量とスケ
ジュールが政府から明らかになっていないというこ
とです。ワクチンさえあれば、早く打ち終わること
ができます。今後の供給量は極めて不透明でありま
すし、恐らくこちらが要望している数の半分、場合
によっては 3 割くらいではないかと言われておりま
す。そうなりますと、打てる回数も少なくなります
し、終わる期間も伸びていくということになります。
今後についてはホームページなどでワクチンの供給
量についてはお知らせさせて頂きます。
今日の総会で土屋さんが新しい会長になられたと
いうことで、まさしく船出の日だと思っています。

＊2020～2021 年度結婚記念お祝い
銀婚式

長谷部 貴司君

花束贈呈

＊2020～2021 年度ニコボックス表彰
石原妙生君

川上勉君

川村紳一君

喜久生明男君

土屋敏幸君

波多野篤志君

波多野好文君

前田仁夫君

森敬君

＊2020～2021 年度皆出席表彰
(42 年) 前田仁夫君

(20 年) 高井良祐君

(17 年) 山田文夫君

(14 年) 波多野好文君

(13 年) 川上勉君

(11 年)

西田健一君

(9 年)

石原妙生君

(7 年)

波多野篤志君

(7 年)

山本義樹君

(6 年)

川村紳一君

(3 年)

土屋敏幸君

(3 年)

森敬君

(2 年)

北原慎君

(2 年)

藤村伸隆君

(1 年)

伊佐地司君

(1 年)

後藤政之君

＊出席委員会
会員数 30 名、本日の出席 22 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事
今年度、宜しくお願いします。
・直前会長・直前副会長・直前幹事
本日、通常総会で 2020～2021 年度の事業報告、
会計決算報告のご審議をよろしくお願いします。
1 年間本当にありがとうございました。
・喜久生明男君
5 月に岐阜県各界功労者表彰、岐阜大学医学部同
窓会より岐阜医学功労賞を受賞いたしました。
22 名のご投函ありがとうございました。
＊幹事報告
・先日開催されました地区大会の映像データがＵＳ
Ｂで届いております。ご希望の方には、貸し出し
させて頂きます。YouTube でもご覧いただけます
ので、事務局からＵＲＬを送らせて頂きます。
・
「ロータリー日本 100 年史」が発刊されます。7 月
下旬頃、贈呈される予定になっておりますので、
貸出しをご希望される方はお申し付けください。
購入も可能です。
＜次例会の案内＞
第 2042 回 2021 年 7 月 29 日（木）
「ガバナー補佐によるＣ．Ａ」 担当：会長・幹事

