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本日のプログラム 第 2042回例会 2021年 7月 29日（木） 

「ガバナー補佐によるＣ．アッセンブリー」 ／ 担当 会長・幹事 

 

 

 

 

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱 

＊会長あいさつ 土屋敏幸会長 

今日はＣ．Ａです。7名の委員長

の皆さん、発表よろしくお願いしま

す。先日、7月 5日 17時 30分から

第 1回会長・幹事会が、美濃緑風荘

で行われ、私と伊佐地幹事、事務局で参加しました。

顔合わせを兼ねて行われましたが、2年前の幹事を務

めた時の仲間が多数みえましたので、協力して進め

ていきたいと思います。 

皆さんも熱海の土石流の映像をご覧になられたこ

とと思います。私はテレビの映像で見る熱海、伊豆

山地区の土石流の映像に、東日本大震災に匹敵する

恐怖を憶えました。3年前の西日本豪雨の時、私の住

む上之保地域も水害で大きな損害を受けましたが、

その比ではないようです。多くの生命、財産が奪わ

れるこれらの災害は、天災なのか、人災なのか、皆

さんはどう思われますか？今回の伊豆山地区は盛り

土が問題になっているようです。そもそも世界的な

異常気象を引き起こしている原因の一つは地球温暖

化です。では何故、地球は急激に熱くなったのか？

間氷期が終わり、いつ氷河期になってもおかしくな

い時なのに・・こんなことを言ったら怒られるかも

しれませんが、地球や宇宙にとって、人類は新型コ

ロナウイルスと同等なのかもしれないと思ってしま

います。私達もこれからの人類の生き方というもの

を真剣に考え直さなければいけないかと考えます。 

＊「Ｃ．アッセンブリー 新年度活動方針」 

＊ニコボックス委員会 

 長谷部貴司委員長 

【基本方針】 

会員及びその家族や事業上の喜び

事やお祝い事を気軽に投函をして

頂き、これを披露し喜びを分かち合い、集まった善

意で奉仕活動のさらなる活性化を図る。 

【事業計画】 

１．投函受付披露は月毎委員交代で行う。 

２．投函会員の気持ちになって披露をする。 

前例会の記録 第 2041回 2021年 7月 15日（木） 

「Ｃ．アッセンブリー 新年度活動方針」 

担 当 会長・幹事 

2021～2022年度 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」 



３．最多投函会員には記念品を贈る。 

４．持出し例会でのニコボックスの開設は随時行う。 

皆様方の協力を得ながら進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

＊親睦活動委員会 

 古田 博文委員長 

入会して 30年を越してしまいま

した。当時、ロータリーは「親睦に

始まり親睦で終わる」と先輩が言っ

ておられましたが、私はこの言葉はあまり好きでは

ありませんでした。真の親睦は、ある目的に向かっ

て同じ苦労をする中から生まれるものであると考え

ています。コロナ禍の中、どうしたら親睦を深める

か？難しいとは思いますが、ボチボチ考えていきた

いと思います。奥様方の誕生祝いは従来通り行いま

す。 

【基本方針】 

コロナ禍の中、新しい親睦活動を模索すること。 

【事業計画】 

１．会員相互の親睦を深めるための例会場でのサポ

ート。 

２．年間事業計画 

通常総会懇親会、年次総会懇親会、 

クリスマス例会、新春例会、お花見例会、 

クラブ創立記念例会、親睦家族旅行、 

夫人誕生日のお祝い、同好会の活動サポート 

＊会員基盤増強維持委員会 

川村 紳一委員長 

ここのところ我クラブは会員の

減少に止まらない状態です。事業計

画の通り具体的に会員増強を進め

ていきたいと思います。今年度は、予算をつけて頂

きましたので、グループごとに会合を持って、どう

いう方針で進めるか、懇親を深め話し合って頂きた

いと思います。 

【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

気あるクラブにする。 

【事業計画】 

１．会員増強を柱として、全会員を５グループに分

けて毎月１回理事役員会で状況報告する。 

（会員基盤増強維持委員会委員３名、会長、幹

事の５名をリーダーとしてグループ分けする） 

（新会員各１名目標とする） 

２．退会経営者及び物故会員の家族の方に、関中央

ＲＣの魅力を発信し 例会への出席を推進する。

（跡継ぎの方、ＪＣ会員、友人、知人） 

３．退会防止を図るため、若い会員は勿論、ベテラ

ン会員を含めた意見交換、懇親会等を企画する。 

４．女性会員、家族会員の入会を促進する。 

＊職業分類委員会 川村紳一委員長 

【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 川村紳一委員長 

【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。 

＊職業奉仕委員会 大藪太委員長 

我々、会員の職種は知っていても、

具体的にどのような仕事内容かと

いうことは分からないのではない

かと思います。卓話の機会のある時

に自らが卓話者となって語る事も良いのではないか

と思います。 

【基本方針】 

職業を通じて社会のニーズを満たせるよう努力を重

ねる。それによって、自己の職業の品位と道徳水準



を高め、社会から尊敬される存在になることを目指

す。 

【事業計画】 

１．例会で各会員が自分の職業について話し、互い

の職業について学び合う。 

２．地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを

活かす。 

３．高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じ

模範を示すよう会員に促す。 

４．会員のキャリア目標、各職業における専門能力

の開発を支援する。 

＊ロータリー財団委員会 

長谷川 修委員長 

【基本方針】 

Ｒ財団の使命は「ロータリアンが、

人々の健康状態を改善し、教育への

支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理

解、親善、平和を達成できるようにすること」です。

この使命をもとに、次の具体的な活動を実践する。 

◯財団寄付の推進 

◯人道支援事業への積極的な参加と推進 

◯ポリオ撲滅活動の推進 

◯財団補助金の有効活用 

【事業計画】 

１．会員すべてが、一人 150 ドル「年次寄付」と 30

ドルの「ポリオ・プラス寄付」を行う。 

２．新型コロナウイルス感染拡大により延期となっ

ている「ひとり親家庭の子供たちが、キャンプ

活動を通じて自主性や協調性を育む」という目

的により実施される当クラブの事業に全面的に

協力する。 

３．ロータリーカード未加入者に加入を推奨する。 

＊米山記念奨学委員会 

山田文夫委員長 

前回 2009～2010 年に中国の河南

省出身だったと思いますが、呂君を

ホストして以来、11 年ぶりに李さ

んを預かっていますが、良い機会だと思いますので、

李さんと触れ合う機会を増やすよう務めていきたい

と思います。 

とりあえず 10 月 7 日の担当例会には、是非卓話をお

願いしたいと思っております。香港出身の李さんは、

香港国家安全維持法など難しい問題を抱えて卓話の

内容が制限されると思っておりますが、是非お願い

したいと思っております。又、各種行事にも積極的

に参加して頂くようお願いしたいと思っております。 

【基本方針】 

今年度も引き続き世話をする米山奨学生 李 凱欣

さんと触れ合う機会を増やすよう努める。その為に

も米山奨学事業の理解と認識を深め、米山の寄付を

全会員が行うと共に、特別寄附金を募る活動を行う。 

【事業計画】 

１．高井カウンセラー指導のうえ、月初め奨学生 李

さんに 3分間スピーチをして頂ける様お願いす

る。 

２．米山記念委員会担当例会には、奨学生 李さん

に卓話をお願いする。 

３．米山奨学制度のＰＲに努め、寄付金をお願いす

る。 

４．派遣学生については、コロナウイルス関係で計

画を立てることができません。 

＊国際青少年交換委員会 

古田 育則委員長 

8 年前を最後に交換学生が来て

おりません。応募者がない状況が続

いてやりますが、その上にもってコ

ロナということで、海外への行き来が非常に困難な

状況です。そんな中でも、何とか良い方が見つかる

といいなと思っております。難しい状況ですが、情

報があれば教えて頂きたいと思います。ご協力をお

願いします。 

【基本方針】 

ロータリーの青少年交換制度を通し、青少年の国際

感覚を培い、国際交流を深めるため、派遣・受入を

行う。派遣受入学生には、他国の生活習慣・文化・

風俗・言語等の体験を通じ、将来の国際理解と世界

平和の発展に寄与する人間を育てる。 

【事業計画】 

１．派遣学生については、まずクラブ会員の子弟に

理解を求め、一人でも多くの青少年を海外に派



遣出来るよう努める。 

２．受入学生については、ロータリークラブ及び学

校行事には積極的に参加させ、例会には必ず出

席させる。 

３．受入学生は、ロータリークラブの例会に 1 ケ月

に 1 回程度、ミニスピーチを行わせる。 

４．クラブ会員の家族に短期間のホストをお願いし、

会員家族との交流を深めて頂く。 

＊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、副幹事 

新年度の各委員会委員長様、活動方針の発表をよ

ろしくお願いします。 

21 名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・例会終了後、理事・役員会を行います。 

・今年度は、ガバナー杯チャリティゴルフ大会が計

画されており、11月 18日に伊勢市で行われます。

東海北陸道グループ親睦ゴルフが 10 月 18 日に行

われますが、予選を兼ねて開催されますので、ぜ

ひご参加ください。 

・6 月 30 日付で各務原かかみのＲＣと各務原ＲＣが

合併し、合併後のクラブ名は各務原ＲＣとなりま

す。 

＜次例会の案内＞ 

第 2043回 2021年 8月 5日（木） 

「Ｃ．アッセンブリー 新年度活動方針」 

担 当 会長・幹事 


