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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」

本日のプログラム 第 2073 回例会 2022 年 8 月 4 日（木）
「Ｃ．Ａ 新年度活動方針」 ／ 担当 会長・幹事

前例会の記録

第 2072 回 2022 年 7 月 28 日（木）

ガバナー補佐様によるＣ．Ａ

／担当 会長・幹事

のお人柄もあり大変有意義な楽しい時間を過ごさせ
て頂きました。
先週は例会がなく、7 月 20 日に関市民花火大会実

＊ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱

行委員会に行ってきました。今年度は 8 月 13 日に

＊お客様の紹介

実施される予定です。今の状況では 45 分間に 6650

東海北陸道グループ ガバナー補佐 亀井髙利様

発の花火の予定で、これはすごい数だそうです。ま

＊会長あいさつ

藤村伸隆会長

だ協賛金の様子で内容は変わるらしいですが、残念

本日は東海北陸道グループガバ

なのはコロナ禍のなか飲食は禁止される様なので少

ナー補佐 亀井 髙利様に大変

しさみしいですが、当日は良い天気に恵まれコロナ

お忙しい中、おいでいただきま

禍も少しでも落ち着いて素晴らしい花火大会になる

した。後程、ご挨拶、又ガバナ

よう祈っています。

ー補佐様による助言・総評を頂きます。どうぞよろ

21 日には IGM がありました。カウンセラーの皆さ

しくお願い致します。又各委員長様には発表の方よ

んにお願いですが、オープン例会を初め例会のあり

ろしくお願い致します。

方、会員増強についても議題に上げて頂きます様よ

7 月 4 日に、第 2630 地区東海北陸グループの会

ろしくお願い致します。

長・幹事会が関ロータリーさんのホストにて関観光

23 日には財団研修がありました。石原委員長と一

ホテルで開催されました。会議は短時間で終了しま

緒に出かけて行く予定をして帰りには何処かへと思

して懇親会になりました。亀井ガバナー補佐様、水

っておりましたが、急遽、コロナ感染の影響でオン

上郡上八幡ＲＣ会長、佐高各務原ＲＣ会長と同席さ

ラインでの研修になりました。12 時 30 分入室、4

せて頂きお酒も頂き、会員増強の事や例会のいろい

時 30 分終了でした。1 人事務所でさみしくまじめに

ろなお話もさせて頂きました。亀井ガバナー補佐様

研修を受けました。又内容については機会がありま

したらお話したいと思います。
＊ご挨拶

＊職業奉仕委員会
吉田和也委員長

東海北陸道グループ

【基本方針】

ガバナー補佐

ロータリーの基本奉仕理念の職業

亀井 髙利様

皆さん、こんばんは。この度、東

奉仕の基、会員個々の職業に於い

海北陸道グループのガバナー補佐を務めることにな

て、社会的、倫理的責任感を育成しながら、自己の

りました。よろしくお願いいたします。

職業の品位と社会的責任感の向上に努め、職業を通

ガバナー補佐は、ＲＩ会長の理想を皆様にお伝え

じて地域社会に奉仕する事を推進する。

することと高橋ガバナーの考え方を皆さんにお知ら

【事業計画】

せすることが仕事だと思っております。今年は、Ｒ

1.例会に於いて各会員が、自分の職業について話

Ｉ会長の標語は「イマジン」でございます。イマジ

し、互いの職業について学び合う。

ンはビートルズのジョン・レノンの歌からヒントを

2.職場例会を実施する。

得て世界平和を願った歌ですが、ロータリアンとし

3.クラブの様々な事業に於いて、各会員の職業を生

て何が出来るのだろうとことを思い起こしてほしい
という意味があるそうです。今年度は、初めての女
性ＲＩ会長ということで、益々女性の活躍が期待さ

かして協力する。
4.地域社会の奉仕作業に於いて各会員の職業を生か
して協力する。

れるところであります。高橋ガバナーは、奉仕活動

9 月 15 日職業奉仕委員会の担当例会では、3 名の方

もさることながら、やはりロータリアンの人格、質

の会員卓話を企画しております。お互いの職業を学

を高めていくことが大事だと仰っておられます。ま

び合う会にしたいと思います。

た、女性会員を増やしていきたいと仰ってみえま

1 月 26 日職場例会は、会員の皆様に楽しんで頂ける

す。今年 1 年、よろしくお願いします。

ような職場例会を企画したいと思います。

＊ガバナー補佐様によるＣ．Ａ

皆様の御協力をお願いします。

＊クラブ奉仕委員会

＊国際奉仕委員会

山本義樹委員長

波多野好文委員長

本年度クラブ奉仕委員長を拝命致

【基本方針】

しました。５大奉仕部門の中のク

国際奉仕活動を積極的に行い、国

ラブ奉仕委員会は、各８委員会の

際間の理解・親善・平和を推進す

事業計画、活動計画を把握し、各委員会及び委員長

る。

と意思疎通を図り、クラブで魅力ある活動ができる

【事業計画】

ようにクラブ運営につとめて参ります。どの委員会

1.姉妹クラブである台北南隆ＲＣとの交流を積極的

も関中央ロータリーとって非常に重要な任務を負っ
ており、①各委員会の事業が円滑に運営される様に
連絡および調整を図ります。②各行事には全会員が
参加できる様にし、常に地域貢献を実感できる様に
務めます。③日頃のロータリー活動を通じて、メン
バー同士が常に友情を育む事のできる魅力あるクラ
ブとなる様に務めたいと思います。今後とも一生懸

に行う。
2.関商工と景文高校との交流を行う。
（訪問が出来ない時は、ネット等で行う）
3.財団寄付（ポリオプラス等）集めに、街頭募金な
どの活動を積極的に行う。
4.ロータリー財団委員会、米山記念奨学委員会と協
力して事業に参加する。

命クラブ運営を進めて参りますので宜しくご協力を

私が委員長になって 3 年目ですが、コロナ禍で思う

お願い致します。

ような活動が出来ておりません。今年度も、関商工

高校と景文高校が、春頃にオンラインで交流を行う

中静夫さん、私の 7 名で行いました。内容として

ことになると思います。

は、会長挨拶ということで、今年度はオープン例会

＊青少年育成委員会

を開催するというお話でした。その後も 20 分程話

高井良祐委員長

し合いを行い、有意義な会であったことをご報告い

【基本方針】

たします。また、国際奉仕委員会担当の卓話は幹事

次世代を担う青少年の健全育成の

と相談して企画しておりますので、楽しみにしてお

ために、地域社会と連携を図り、

いてください。

支援協力をする。

＊出席委員会

【事業計画】

会員数 29 名、本日の出席 20 名です。

1.関商工インターアクトクラブに協力する。

＊ニコボックス委員会

2.関市発明工夫展、児童生徒科学作品展に協賛す

・会長・副会長、幹事

る。

本日はガバナー補佐 亀井 髙利様のご来訪を戴

3.関市スポーツ少年団行事に支援協賛する。

き大変ありがとうございます。

＊助言・総評 東海北陸道グループ

クラブアッセンブリーで発表いただく各委員長様

ガバナー補佐

亀井 髙利様

にも宜しくお願いします。

助言、総評というものはありませんが、この先 1 年

21 名のご投函ありがとうございました。

はまたコロナ禍でどうなるかというのがあります。

＊その他委員会報告

関ＲＣはコロナ禍の間、Zoom で例会を行っておりま

・国際青少年交換委員会

した。何らかの方法で続けた方が良いのかなと思い

2023-24 年度夏期派遣交換学生について再募集の

ます。今後は

ご案内が届いております。9 月 20 日締切りとな

9 月 1 日 ガバナー公式訪問（3 クラブ合同）例会

っておりますので、該当の方がみえましたらぜひ

10 月 17 日 東海北陸道グループゴルフ大会

お申込みください。

荘川高原ゴルフ場（ホスト郡上長良川ＲＣ）

10 月 22～23 日 地区大会

＊幹事報告
・地区大会について

11 月 27 日 ＩＭ（ホスト 関ＲＣ）

既にご案内済みですが、10 月 22～23 日に地区大

でお会いする予定です。

会があります。親睦を兼ねて全員で参加すること

また、今日で 5 クラブ目の訪問となりますが、各ク

になっておりますので、奮ってご参加ください。

ラブ非常に個性があり例会も違います。面白いなと

また、1 日目大会終了後、岐阜市内にてクラブで

思っておりまして、楽しみになってきました。これ

懇親会を行います。

をまとめて今度お会いした時に皆さんに報告出来る

＜次例会の案内＞

ようにしたいと思います。今度皆さんにお会いでき

第 2074 回 2022 年 8 月 5 日（金）

るのは 9 月 1 日になりますので、またよろしくお願

ひとり親家庭の子ども支援事業

いいたします。

集合：関シティターミナル

＊７月度ＩＧＭの報告

担当：社会奉仕委員会

レポーター

波多野好文会員

7 月 21 日の木曜日に 7 月度ＩＧＭを味のまごろくで
行いました。出席者は、カウンセラー 波多野篤志
さん、Ｒ情報委員 石原妙生さん、世話係 土屋敏
幸さん、出席義務者 藤村伸隆さん、森敬さん、田

午前 8 時 30 分

