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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 
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本日のプログラム 第 2071回例会 2022年 7月 14日（木） 

「Ｃ．アッセンブリー 新年度活動方針」 ／ 担当 会長・幹事 

 

 

 

 

・・・2022 年～2023 年度通常総会次第・・・ 

１．点鐘  会長 土屋 敏幸 

１．「君が代」・「奉仕の理想」斉唱 

１．「４つのテスト」唱和 職業奉仕委員長 大藪太 

１．開会のことば 副会長 波多野篤志 

１．会長あいさつ 会 長 土屋 敏幸 

１．定足数の確認報告 幹事 伊佐地 司 

１．議長選出  〈土屋敏幸会長登壇〉 

１．議事①2021～2022 年度事業報告 

   幹事 伊佐地 司 

②2021～2022 年度会計決算報告 

会計 森 敬 

会計監査報告 長谷川 修 

③その他  〈議長降壇〉 

１． 新旧会長・副会長・幹事バッジ引継ぎ 

１．クラブ旗引継ぎ（ＳＡＡ） 

１．直前会長あいさつ 直前会長 土屋 敏幸 

１．直前幹事あいさつ 直前幹事 伊佐地 司 

新旧会長、副会長、幹事 席の交替 

新旧会場監督の交替（司会者交替） 

古田育則～川村紳一 

１．新会長あいさつ 会長 藤村 伸隆 

１．新幹事あいさつ 幹事 森 敬 

１．議長選出  〈藤村伸隆会長登壇〉 

１．議事①2022～2023 年度事業計画について 

幹事 森 敬 

②2022～2023 年度会計予算について 

会計 伊佐地 司 

③その他  〈議長降壇〉 

１．閉会のことば 副会長 山本 義樹 

１．点鐘  会長 藤村 伸隆 

司会進行 

2021～2022 年度 会場監督 古田 育則 

2022～2023 年度 会場監督 川村 紳一 

＊会長挨拶 土屋敏幸会長 

皆さん、こんばんは。今日は待ち

に待った通常総会です。会長とし

て最後の仕事になります。慎重審

関中央ロータリークラブ 

前例会の記録 第 2070回 2022年 7月 7日（木） 

通常総会・懇親会 場所  例会場（関観光ホテル） 

担当 会長・幹事・親睦活動委員会 

2022～2023年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「いつも一緒に笑い・夢を描き・そして成長しよう」 



議の程宜しくお願い申し上げます。 

 さて、6 月 25 日 11 時 30 分より名古屋駅近くの

安保ホール 402 号室において公共イメージ委員会が

あり出席しました。新任は多治見ＲＣの梅田さんと

私の二人でした。自己紹介と今までの活動内容を聞

きましたが、ＩＴの専門用語が多く、私には理解し

づらかったです。 

 次年度の活動内容としては、委員 1 名につき 1 件

以上、地区のロータリークラブを取材し、地区ホー

ムページに掲載すること。委員会は毎月 1 回実施し、

3 カ月に 1 回は対面で、後はリモートで行うとのこ

と。私のパソコンはカメラもマイクも付いていない

ので聞く一方になると話すと、近藤委員長（岐阜東

南ＲＣ）が私の事務所に来なさいと言ってください

ました。毎月行くか、新しいパソコンを買うか悩む

ところです。次回は 7 月 25 日 19 時からリモートで

あります。大変そうですが、とりあえず頑張ってみ

ます。今回の参加者は私を含め 8 名でした。 

 

＊新旧会長・副会長・幹事バッジ引継ぎ 

 

＊クラブ旗引継ぎ 

＊直前会長挨拶 土屋敏幸直前会長 

皆さんの御協力のもと、無事総会を

終えることができました。ありがと

うございました。本年もコロナ禍の

影響が大きかったのですが、その中

でもできることを会員の皆様方が考えてくださって

行事を進めてゆくことができました。就任時に書い

たテーマ「みんなで考えよう 未来へ繋ぐために」

でしたが、皆さんが実行して下さったので、未来を

藤村新会長にバトンタッチできます。1 年間ご迷惑

をおかけしました。そして本当にありがとうござい

ました。 

＊直前幹事挨拶 伊佐地司直前幹事 

先ずもって 1 年間本当にありがとう

ございました。皆様の御協力のおか

げで幹事を務めることができました。

本当にありがとうございました。コ

ロナでなかなか思う様に活動出来ませんでしたが、

それでも 45 周年の記念式典が無事に開催できたこ

とにほっとしておりますし、個人的には昨年 11 月

に三重県で開催されましたガバナー杯のゴルフコン

ペに参加させて頂き大変良い思い出になりました。

今年度も立場は違いますが、ご指導の程よろしくお

願い致します。 

＊新会長挨拶 藤村伸隆会長 

皆さん、改めましてこんばんは。昨

年、会長エレクトとなりまして、早

いですね、とうとう今日という日が

やってまいりました。土屋前会長を

そばで見ておりましたので、毎週の例会でのお話を

考える事、一つをとっても大変だなと思っていまし

た。あまり肩に力が入らない様に一年間過ごして行

きたいと思いますので、どうぞ皆さんのご指導、ご

協力よろしくお願いいたします。 

今年度の関中央ロータリークラブのテーマは RI

会長の言葉から「いつも一緒に笑い・夢を描き・そ

して成長しよう」としました。やはり、笑顔を大切

に明るいロータリー活動を目指したいと思います。 

長く続くコロナ禍で、少し落ち着きを取り戻し、

コロナ禍以前に少しずつ戻りつつある様な感じを受



けております。とご挨拶させて頂く予定でしたがこ

こ数日コロナ感染者が増加しております。今日の懇

親会も一昨日、内容の変更をしなくてはならなくな

りました。本当に早くコロナ禍以前に戻れる事を願

っております。 

土屋前会長、川村前会員増強委員長はじめ会員皆

様方が一生懸命取り組んで見えました会員増強につ

きまして、関中央ロータリークラブの魅力をどんど

ん発信して、その思いを今年度も皆さんと一緒にな

って引き継いでいきたいと思います。どうぞ、今年

度一年間、よろしくお願い申し上げましてご挨拶と

させて頂きます。 

＊新幹事挨拶 森 敬幹事 

今年度、幹事を務めます。よろし

くお願い致します。ロータリーに

入会して 5 年目になります。幹事

そして会長エレクトということで

大変な役を引き受けたなと思っておりますが、受け

たからには精一杯頑張ろうと思っております。役を

やるから一生懸命やるという訳ではないですが、こ

れからの 2 年間はクラブのために精一杯、汗をかこ

うと思っております。まずは今年度、藤村会長を支

え、精一杯頑張って参りますので、皆様の御協力の

程よろしくお願い致します。 

・・・通常総会懇親会・・・ 

＊来賓のご紹介 

関市長 尾関 健治様 

岐阜新聞社 中濃総局長 高井 博文様 

中日新聞社 関支局長 加藤 隆士様 

＊会長挨拶 藤村 伸隆会長 

本日はご来賓の皆様には、大変お忙しい中ご臨席頂

きましてありがとうございます。また、いつもお世

話になりありがとうございます。 

先程、総会におきまして新しい年度が、新しい役

員でスタートしました。どうぞ、今迄と変わらぬご

指導、ご協力をよろしくお願い致します。今年度は、

少しずつコロナ禍前に戻って行くのではないかと期

待をしております。ロータリーの活動も、コロナ禍

前に少しでも戻せたらと願っております。しかし、

ここ数日、コロナ感染も増加しております。今日の

懇親会も内容の変更を余儀なくされました。本当に

残念です。 

関中央ロータリーの今年度のテーマは、 

「いつも一緒に笑い・夢を描き・そして成長しよう」

です。早くコロナ禍以前に戻り、皆さんといつも一

緒に笑って関中央ロータリークラブの活動が出来る

事を願っております。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

＊来賓挨拶 

＊関市長 尾関 健治様 

土屋前会長をはじめ昨年度の役員

の皆様お疲れ様でした。そして藤

村会長はじめ新たな役員の皆様、

これから 1 年お世話になりますが

よろしくお願いいたします。 

藤村会長からもお話がありましたが、新型コロナ

ウイルス感染者数が、先週に比べて今週は、県も 3

日連続 500 人超えになっております。関市も今週に

入ってから 33 人の日もあり、しばらくはこういう

状況が、関市も岐阜県も続いていくのかなと思って

おります。 

関市としては、もちろん感染対策には気をつけな

がらが大前提ではありますが、出来るだけイベント

を開催したいと思っております。直近ですと 8 月

13 日花火大会、10 月の刃物祭りも今のところ本町

通りで例年通り開催したいと思っております。 

また、改めてではありますが、関中央ＲＣの皆様

方には 5 月に関商工高校に創立 45 周年記念事業と

して動画配信用機器をご寄附戴きました。改めて感

謝申し上げます。関中央ＲＣは、特に子ども達のた

めにお力添えを頂いております。ぜひとも今後も関

市の子ども達の為にお力添えを賜りますように心か

らお願い申し上げ、私からの感謝とお祝いのご挨拶

とさせて頂きます。 

＊岐阜新聞社 

中濃総局長 高井 博文様 

こんばんは。関市長のお話にもあ

りました関市民花火大会ですが、

岐阜新聞社は実行委員会のメンバ

ーでもありまして、ご協賛のお願いに回っていると



ころであります。長良川、大垣の花火大会は中止に

なりましたが、関市の花火大会はぜひ出来るといい

なと思っております。今のところ開催する予定です

ので、皆様の御協力が頂ければと思います。 

 ロータリークラブの活動については、出来るだけ

取材をしたいと考えております。皆様の活動が充実

されて、たくさん紙面でご紹介できればと考えてお

ります。1 年間よろしくお願いします。 

＊中日新聞社 

関支局長 加藤 隆士様 

昨年もお世話になりまして、また

本年もよろしくお願いいたします。

皆様方の活動は地域を元気にしま

す。特に子どもの写真記事等を掲載させて頂くと元

気のある紙面になります。我々としても皆様方の活

動があってこその新聞ですので、色々な活動をして

頂きたいなと思います。1 年間よろしくお願いしま

す。 

＊2021～2022 年度皆出席表彰 

43 年 前田 仁夫  21 年 高井 良祐 

18 年 山田 文夫  15 年 波多野 好文 

14 年 川上  勉  12 年 西田 健一 

10 年 石原 妙生  8 年 波多野 篤志 

7 年 川村 紳一  5 年 吉田 和也 

4 年 土屋 敏幸  4 年 森 敬 

3 年 北原 慎  3 年 藤村 伸隆 

2 年 伊佐地 司  2 年 後藤 政之 

＊2021～2022 年度ニコボックス表彰 

伊佐地 司  石原 妙生  川上 勉 

川村 紳一  喜久生明男  北原 慎 

土屋 敏幸  西田 健一  波多野篤志 

波多野好文  森  敬 

＊出席委員会 

会員数 29 名、本日の出席 21 名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長、幹事 

本日 通常総会を開催させて戴きます。どうか 

1 年宜しくお願い致します。 

・直前会長、・直前副会長・直前幹事 

 1 年間ありがとうございました。新役員の皆様、

1 年間よろしくお願い致します。 

21 名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・7 月のロータリーレートは 1＄136 円です。 

・ロータリー財団 180＄寄付について 

 急激な円安による寄付金不足額については繰越残

高で対応します。 

・ガバナー月信掲載について 

7 月号に創立 45 周年記念式典掲載 

＜次例会の案内＞ 

第 2072回 2022年 7月 28日（木） 

「ガバナー補佐によるＣ．Ａ」 

担当 会長・幹事 


