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「いつも一緒に笑い・夢を描き・そして成長しよう」

本日のプログラム 第 2072 回例会 2022 年 7 月 28 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

前例会の記録

第 2071 回 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

お話は変わりますが、先週の 10 日、日曜日にネ
イチャーランドキャンプ場におきましてアマゴのつ
かみ取り、釣りの体験イベントを行いました。あい
にくの小雨の中でのイベントになりキャンセルもか

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱

なりありましたが 100 組以上の参加者がありコロナ

＊会長あいさつ

禍なので参加者全員の熱のチェックも行い、20 人制

藤村伸隆会長

皆さん、こんばんは。７月７日の

限・45 分間で交代という事で進めました。子供達は

通常総会、突如として懇親会の変

雨の降る中でも元気に魚を追いかけていました。そ

更をしました事、お詫び致しま

の後は塩焼きにして美味しいと言って食べてくれま

す。この件につきまして少しお話

した。コロナ禍の中、少し開催を迷いましたが開催

します。通常総会 2 日前に関市役所の方から、市長

して良かったと思いました。又７月２４日日曜日に

はご挨拶はさせて頂くが、コロナ感染拡大のため酒

関市農林課協賛で世界農業遺産清流長良川の鮎を味

席は欠席したいとの連絡がありました。

わおうという事でイベントを行います。頑張って成

又、会員の皆さんにも体調不良の方が３名程みえ

功させたいと思います。どうか晴天になることを祈

まして、欠席との連絡を受けて幹事の森さん、土屋

って準備したいと思います。

前会長とも連絡をとりまして、急遽 酒席は無しに

＊Ｃ．アッセンブリー 新年度活動方針

してお弁当にする事を決定しました。もう二日前で

＊会場監督

あったので、皆さんの負担金の会費も通常どおりと

川村紳一委員長

なりました。本当に残念で申し訳なく思いますが、

【基本方針】

このコロナ禍の中ではこういった事がまだまだ心配

例会、又はクラブの会合におい

されますがご理解頂きますようお願いいたします。

て、進行を円滑に行ない、ロー

タリーの集いをより品格・秩序の高いものになる様

な雰囲気作りに努めます。

にすると共に、会員同士がより親密な関係となれる

【事業計画】

場にするために努力する。

1.会員の喜びや気持ちの表れを心を込めて披露す

【事業計画】
1.会長、幹事及び各例会担当者と連絡、打合せの
上、会場設備等の点検を行い、例会の円滑な進
行、運営に努める。
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。

る。
2.受付、披露はニコボックス委員により当番制で行
う。
3.ニコボックスの開設は持出し例会においても随時
行う。
4.最多投函会員には、感謝の気持ちを込めて記念品
を贈る。
委員の皆さんにアドバイスを受けながら一生懸命取
り組みたいと思います。ご協力よろしくお願い致し
ます。
＊クラブ会報委員会
長谷部貴司委員長

例会の出欠席を変更する場合には、前日の正午まで

【基本方針】

に会場監督までご連絡ください。また、例会中の私

毎週会報を作成し、例会に出席出

語は慎んで頂くようお願いします。

来なかった会員にも例会の内容が

＊出席委員会

分かるように出席された会員に内容の再確認が出来

後藤政之委員長

るものとし会員相互の親睦を深められる会報制作に

【基本方針】

努める。

クラブ会員に出席規定を理解して

【事業計画】

頂き、例会の出席率向上を図る。

1.かりやすい会報の作成に努める。

例会で、会員同士の情報交換及び友情を深め、奉仕

2.例会の雰囲気が分かるような写真を多く取り入れ

活動、親睦活動へ多くの会員の皆さんに参加して頂

る。

ける様サポートする。

3.情報を共有しやすい会報作り。

【事業計画】

＊雑誌・広報委員会 長谷部貴司委員長

1.出席率の向上を図り、例会に協力する。

【基本方針】

2.メークアップをされた会員を紹介する。

ロータリークラブの奉仕プロジェクトや活動内容な

3.出席率上位の会員には、記念品を贈り表彰する。

どの情報をホームページや新聞記事に掲載をし当ク

4.出席の受付は出席委員が当番制で行う。

ラブの存在を地域社会で広く認識をしてもらう事で

親睦活動等、協力できることがあれば出席委員会と

会員の増強および維持に努める。

して協力して、出席率をあげるよう頑張りたいと思

【事業計画】

いますので、ご協力をお願いします。

1.定期的にホームページ更新を行う。

＊ニコボックス委員会

2.「ロータリーの友」「ガバナー月信」「会報」を会

北原慎委員長

員に配布する。

【基本方針】

3.当クラブの奉仕プロジェクトや活動内容を多くの

会員の皆様が気持ちよく自発的な

方にアピールする。

投函をして頂けるよう明るい活発

皆様方の御協力を頂きながら進めてまいりたいと思

います。ご協力の程よろしくお願い致します。

＊環境保全委員会 波多野篤志委員長

＊社会奉仕委員会

【基本方針】

波多野篤志委員長

地域の奉仕団体と連携を図り、地域住民が住みよい

【基本方針】

生活環境の維持、向上を図る支援活動をする。

関市役所や地域の奉仕団体と連

【事業計画】

携を図り、関市民・地域社会の

1.地域の奉仕活動に参加し、支援をする。

生活の質の向上が図れるよう支援活動をする。

2.里山「ふどうの森」の森林整備事業を地域団体及

【事業計画】

び関商工インターアクトクラブと連携を図りなが

1.地域の奉仕活動に積極的に参加し、支援をする。

ら実施し、地域住民に里山の重要性をアピールす

2.環境保全委員会の活動を支援し参加する。

る。

3.青少年健全育成活動に協力する。
4.関市役所やＮＰＯ法人子援隊等と協力をし、関市
内のひとり親家庭及び子供の支援をする。
事業計画としては、まず最初 8 月 5 日に、ひとり親
家庭の子ども支援プロジェクトとしてロータリー財
団地区補助金を使わせて頂いた事業を行います。今

3.世界農業遺産長良川の環境維持向上を図る為、Ｎ
ＰＯ法人長良川環境レンジャー協会と協力し、河
川一斉清掃等を開催し、地域住民に河川の重要性
を訴える。
＊国際青少年交換委員会
喜久生明男委員長

年は、トヨタ産業技術記念館に子どもを連れて見

【基本方針】

学・勉強会に行きたいと思います。今回も子援隊、

パンデミックな新型コロナ感染症

ヘルシーライフ関さんにお声がけさせて頂き、小学

のため、実働は現在困難な状態で

生 16 名、中学生 6 名、保護者 8 名、引率者 6 名、

すが、青少年交換事業は多感な思春期の高校生を派

合計 36 名の方から申し込みして頂いております。

遣し、同時に受け入れるという重大な責務を背負い

子援隊、ヘルシーライフの方はバスで、また、ロー

つつ、国際ロータリーの真の目的である国際社会に

タリーアンの方は、車に分乗して頂き、各自で行っ

通じる次世代の人材育成を担うものです。この目標

て頂きたいと思います。コロナの件も心配がありま

に向かって会員の理解と協力で事業を進める。

すが、普段学習されているメンバー同士の方だけの

【事業計画】

バス移動という形になりますので、このまま計画通

新型コロナ感染症の世界での動向を考えて、事業計

り実施したいと思います。これに伴い、市役所子ど

画を推進する。

も家庭課に「関市のひとり親家庭の現状報告」とい

1.派遣学生については、選考は先ず会員の子弟を、

う内容で卓話を依頼しました。
また、今年も 12 月に新米をひとり親家庭に届け
る事業を市役所と行いたいと思っております。

次いで市内 3 高校の学生に、中でも関商工ＩＡＣ
で活動の学生に希望者を募る。
2.受入学生にはロータリークラブ及び学校行事に積

5 月 20 日例会は、米作り農業体験事業ということ

極的に参加させる。クラブの例会には毎回出席を

で予定を入れておりますが、中止の可能性もありま

原則とし、月 1 回程度のスピーチをすることで、

す。11 月森林整備例会は、里山ネットワークぎふ

日本語の上達に努めさせる。

ふどうの森クラブ、関商工インターアクト、子援隊

3.クラブのメンバーには、この事業において積極的

等各参加団体と相談しながら今年も進めたいと思い

にかかわりを持ってもらい、ホストの経験と協力

ます。11 月 12 日、6 月 4 日は、長良川環境保全活

をお願いする。

動を行いたいと思いますので、皆様のご参加をお願

私も 2 年間アメリカに留学した時に、向こうで国際

いします。

的な受け入れ態勢がしっかりしておりました。会を

毎週催してもらい、色々な話をしたり遊んだり、ラ
ンチを頂いたりということで、子どもと妻がそこに
行くのが楽しみで、色々な国から来ている人達と交
流もありました。ぜひ機会があれば留学生を預かる
のは違った意味で勉強、良い思い出になると思いま
すので、協力して頂きたいと思います。
＊委嘱状授与
第 2630 地区 公共イメージ委員会

土屋敏幸委員

＊出席委員会
会員数 29 名、本日の出席 17 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長、幹事
新年度活動方針を発表頂きます。各委員長様には
宜しくお願い致します。
17 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。
＜次例会の案内＞
第 2073 回 2022 年 8 月 4 日（木）
「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」 担当 会長・幹事

