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「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 2044 回例会 2021 年 8 月 26 日（木）
卓 話 国際ロータリー第 2630 地区 会員増強委員会委員 亀井 和彦 様
テーマ 「会員増強について」
／
担当 会員基盤増強維持委員会

前例会の記録
「Ｃ．Ａ

第 2043 回 2021 年 8 月 5 日（木）

新年度活動方針」 担当

会長・幹事

トボトルのキャップを回収する（ワクチンに変わる）」
「グループトークやリスニングなどの英語活動」
「エ
コバッグを作成し、一人暮らしの老人に配布する」

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

「あしなが学生募金活動」等だったと記憶していま

＊会長あいさつ

す。

土屋敏幸会長

8 月 1 日に石原妙生インターアク

その後は、岐阜ろう劇団いぶきの 3 人の方による

ト委員長と 2 人でインターアクト

狂言を拝見しました。手話による演劇でしたが、字

年次大会に出席しました。今回は、

幕ばかりに目がいってしまいます。話の内容は一休

関商工高校は不参加でしたが、美

さんのトンチ話に出てくるような砂糖を食べられな

濃ＲＣと武義高校の生徒さん数名は参加されていま

いよう猛毒だからちゃんと見張っておくようにと主

した。中・東濃地区ＩＡ協議会には、ぜひ関商工高

人に言われた商人 2 人が砂糖と見破り食べてしまい

校も参加してもらうよう依頼をされました。

その言い訳をするという話でした。また、加納高校

今回のホストは、岐阜県立加納高校で、スポンサ
ーは岐阜南ＲＣでした。コロナ禍での活動発表は三

の生徒と団員 3 人で「犬のおまわりさん」
「ゲゲゲの
鬼太郎」の主題歌を手話で表現してくれました。

重県が高田高校と亀山高校の 2 校、岐阜県が、大垣

最後は、代表の河合依子さんより、岐阜ろう劇団

工業高校、岐阜城北高校、海津明誠高校、大垣北高

いぶき結成の話を聞きました。演劇に対するあこが

校の 4 校でした。

れがあった彼女は、一般の劇団にいくつも申込みを

主な活動を列挙すると「子ども服を集め難民の方

したが、全てろう者であることから、断られたそう

に送る」
「清掃作業やベトナム留学生との交流」「あ

だ。半分諦めかけていた時、黒柳徹子さんがある講

ったかい言葉の森を作成し、発表・展示する」
「ペッ

演でアメリカでは手話を使う劇団があり、日本には

ないのでろう者で作ったらどうかという提案をいた

クラブ会報委員会

だいて 1982 年にこの劇団を結成した。色々大変なこ

後藤政之委員長

とはあるが、劇団はぐるまの協力を得て活動してい

【基本方針】

るとのこと。今後も頑張ってほしいし、少しでも協

会員及びその家族や事業上の喜び

力できればいいなと思う。15 時頃、閉会となり、そ

事やお祝い事を気軽に投函をして

のまま帰宅した。

頂き、これを披露し喜びを分かち合い、集まった善

＊「Ｃ．Ａ

意で奉仕活動のさらなる活性化を図る。

会場監督

新年度活動方針」
吉田和也委員長

【事業計画】

【基本方針】

1.投函受付披露は月毎委員交代で行う。

例会、又はクラブの会合において、

2.投函会員の気持ちになって披露をする。

進行を円滑に行い、ロータリーの

3.最多投函会員には記念品を贈る。

集いをより品格・秩序の高いもの

4.持出し例会でのニコボックスの開設は随時行う。

となる様にすると共に、会員同士がより親密な関係

雑誌・広報委員会 後藤政之委員長

となれる様な場になる様に努める。

【基本方針】

【事業計画】

ロータリークラブの奉仕プロジェクトや活動内容な

1.会長、幹事及び各例会担当者と連絡、打合せの上、

どの情報をマスコミやＳＮＳ等を活用して発信し、

又、会場設備等の点検を行い、例会の円滑な進行、

地域の人々に広く認識してもらうことで会員の増強

運営に努める。

に努める。

2.例会出席者の数を把握して、例会食の無駄を無く
す。
3.例会中の私語等のマナー違反に対し、注意を促し、
秩序ある例会となる様に努める。
4.来賓、来訪者に対して歓迎と感謝の心を持って接
待に努める。
5.月毎の担当者を決めて、順番にて会場監督を務め
る。

【事業計画】
1.当クラブでの活動をマスコミに伝え、アピールす
る。
2.ＳＮＳを活用して、情報発信していく。
3.「ロータリーの友」等の会報誌を会員に配布する。
ロータリー情報委員会
喜久生明男委員長
【基本方針】

この最近のデルタ株の感染状況を見ておりますと大

ロータリーに関する知識と情報を

変な危機を感じます。私が会長をさせて頂いた頃、

提供することを目的とする。特に新

2019 年 12 月頃から感染が広がり、私は当時、この様

会員には、ロータリーの知識と会員としての責務に

に長引くことはないだろうと思っておりましたが、

ついて理解が得られるよう努める。

あれから 1 年以上経った現在でも未だに感染が続い

【事業計画】

ております。この先もこのコロナは我々人類にとっ

1.新会員及び入会年次の浅い会員への助言。

て付き合っていかねばならない感染病となってしま

2.Ｉ・Ｇ・Ｍを年４回に分けて開催し、会員相互の

いそうですが、ロータリー活動においてもコロナの

友好とロータリーの理解を深めることのできる場

影響で行事等が変更されることもあろうかと思いま

を提供する。

す。会場監督として会長はじめ三役や理事・役員の

この委員会はロータリーの知識と情報を提供すると

皆様と相談しながらベストな活動を行なえるように

いうのが主な役目です。特に新入会員もしくは入会

進行や設営に努力していきたいと思いますのでよろ

年次の浅い会員に周知して、またその相談役となる

しくお願い致します。

のが仕事だろうと思います。事業計画としては、相
談役をするということ、年 4 回のＩＧＭでロータリ

ーとは何とか、どうしたら良いのか、ロータリーを

顧問教師部会は 5 月中止、地区年次大会は、内容縮

語って頂くのが目的ですので、どうかみなさん、出

小、一日開催として岐阜グランドホテルで開催され

席義務者以外にも出席して頂くことも出来ると思い

14 校が参加、関商工生徒・先生は不参加、土屋会長

ますので、楽しくみんなでロータリーを知って頂く

と石原で参加。岐阜県中・東濃地区インターアクト

ということをお願いしたいと思います。

協議会は武儀高がホストで美濃クラブがスポンサー

出席委員会 北原慎委員長

で 11 月に開催されます。

【基本方針】

8 月 1 日年次大会は、ホストが加納高校でスポンサ

ロータリアンとして例会に参加す

ークラブは岐阜南ロータリークラブで、テーマは「清

ることは親睦をはかり仲間の輪が

流長良川から世界へ」で開催されました。内容はコ

できる最良の場と考えています。出席委員会では、

ロナ禍での活動報告という事で、岐阜城北高校以下 6

例会の出席率を高め、様々な活動への参加を呼び掛

校の発表がビデオにて紹介され、地域の清掃活動や

けて会員同士の絆と発展を目指します。

募金活動等コロナ禍でもできるやり方で各学校独自

【事業計画】

の活動が発表されました。メインは「つなごう手話

1.出席率の向上を図り、例会に協力する。

から新しい世界へ」のテーマで「岐阜ろう劇団いぶ

2.メークアップをされた会員を紹介する。

き」による狂言「ぶす」という手話の劇を見せても

3.出席率上位の会員には、記念品を贈り表彰する。

らいました。外国映画と同じように字幕を見ながら

4.出席の受付は出席委員が当番制で行う。

の鑑賞でした。その後、手話による歌を全員でやっ

私自身入会 3 年目で、昨年は異例のコロナ禍もあり

てみました。ゲゲゲの鬼太郎も楽しくできました。

経験が浅いので、他の委員の皆さんにアドバイスを

ガバナーや加納高の校長先生は共通で「利他の精

頂きながら頑張ろうと思いますのでよろしくお願い

神・心」が大切でインターアクトクラブ活動は、意

します。会員の出席率も高めながら当然自分自身も

義ある活動で人間形成に大事であると挨拶をされま

出来る限り活動していこうと考えていますので、よ

した。会場については大きい会場で席間隔を空けソ

ろしくお願い致します。

ーシャルディスタンスを考えた配置となっていまし

インターアクト委員会

た。その後、私たちは出席しませんでしたが、第二

石原

部があり夕方より川原町の散策をしてその後、鵜飼

妙生委員長

昨年度はコロナウィルスの影響

見学をして終了となる日程でした。

で関連の色々な行事が中止された

プログラム委員会

り、関商工側からの不参加の意向も

伊佐地 司委員長

あり活動があまり出来ない現状でした。今年度もコ

【基本方針】

ロナの影響の残る中ではありますが、関商工とも連

会長・幹事と各委員会の協力を得

絡を取り、どの様に計画したらより多く参加しても

て、事業計画に沿った内容とし、

らえるか考える必要があります。

会員にとって有意義で楽しい例会になる様なプログ

今年度の基本方針は、
「関商工インターアクトクラ

ラムにする。

ブを支援し、社会奉仕・環境奉仕活動への参加を推

【事業計画】

進し、国際交流できる事業を計画する」としました。

1.年間の例会予定表を作成する。

事業計画は、長良川水系の水質調査と清掃・里山、

2.各委員会には、出来るだけ早く担当例会の案内を

森林整備作業：里山についてはコロナ対策を考慮し
たやり方等、社会奉仕委員会と検討が必要。台湾景
文高校との国際交流については通常の方法では現在
のところ無理です。違う方法の交流を模索したい。

出し、内容を知らせてもらうようにする。
3.会員同士の理解を深めるため、会員卓話を増やし
ていきたい。
コロナの感染者数が急激に増え、愛知県もまん延防

止が発令されるということで、岐阜県も近い将来そ

・例会終了後、理事・役員会を行います。

うなるのではないかと危惧しております。コロナの

＜次例会の案内＞

影響が今後もかなり出てくるかと思います。なかな

第 2045 回 2021 年 9 月 2 日（木）

か思うように行事が進められないということが考え

会員卓話 大藪 太会員

られますが、まずは、やることを前提に進めていき

テーマ 「岐阜県木造応急仮設住宅」

たいと思いますし、皆さんがやってよかったと思っ

担

て頂けるように努力していきたいと思います。
＊米山奨学金贈呈・スピーチ
米山記念奨学生 李 凱欣さん
ロータリー米山奨学生になって
そろそろ 1 年半になります。この間
に高井カウンセラーを始め、クラブ
の方々に本当にお世話になっております。
この奨学金は、私の留学生活を経済的に助けるこ
とに限らず、学業とアルバイトの両立のバランス、
鵜飼体験やお寺回り、郡上八幡、伊勢神宮を観光す
ることなどの日本文化の体験の機会も増え、生活が
とても充実して豊かになっています。本当にありが
とうございます。6 月 11 日に zoom で、伊勢中央ロ
ータリークラブで卓話をしました。卓話のテーマは
「私の生まれ育った香港」でした。現在は、卒業論
文や社会福祉士国家試験に集中しながら、就職活動
を頑張っています。今はまだ内定をもらっていませ
んが、自分の失敗や不足を踏まえ、引き続き頑張り
たいと思います。
＊出席委員会
会員数 30 名、本日の出席 19 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長、副幹事
各委員長、新年度活動方針の発表よろしくお願い
します。
・喜久生明男君
2 週間のおつとめをして来ました。残すところは 2
日間です。オリンピック東京 2020 ホッケー会場選
手用医療統括者でした。
19 名のご投函ありがとうございました。
＊幹事報告
・ガバナー事務所より静岡県熱海市 土石流災害義援
金のお礼拝受
・8 月のロータリーレートは 1 ドル 110 円です。

当 職業奉仕委員会

