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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 

会長 藤村 伸隆  副会長 山本 義樹  幹事 森  敬  クラブ会報委員長 長谷部 貴司 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 第 2087回例会 2022年 12月 8日（木） 

「 東海北陸道グループＩＭ報告 」 担当 会長・幹事 

 

 

 

 

・・・2022年～2023年度 年次総会次第・・・ 

日 時 令和 4年 12月 1日 18:30 

場 所 関観光ホテル 

1.点  鐘  会 長 藤村 伸隆 

1.君が代・奉仕の理想 斉唱 

1.四つのテスト唱和  職業奉仕委員長 吉田和也 

1.開会のことば  副会長 山本 義樹 

1.会長あいさつ  会 長 藤村 伸隆 

1.定足数の確認報告 幹 事 森   敬 

1.議長選出 

〈議長登壇〉 

1.議事 ・2022～2023年度前期事業報告 

幹 事  森   敬 

・2022～2023年度中間会計決算報告 

会 計  伊佐地 司 

・次年度理事・役員の承認 

次期幹事 石原 妙生 

〈議長降壇〉 

1.次期会長あいさつ 次期会長 森   敬 

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 会場監督 川村 紳一 

＊会長あいさつ 藤村伸隆会長 

皆さんこんばんは。本当に早い

もので、もう年次総会を本日迎

えております。副会長の山本さ

ん、幹事の森さん、そして皆様

方に支えられなんとか、会長として今日まで務める

事ができました。本当にありがとうございます。ど

うか残りの任期もご協力よろしくお願いいたしま

す。 

今年度はウイズコロナと言う事で行政の方からは規

制もかからず少しずつ通常の活動に戻りつつあると

感じております。しかしながら最近、又感染者が増

加して第 8波がまもなくやって来るのではないかと

予想されています。もう第 8波に入っているのかも

しれません。 

上之保では毎年元旦にジョギング大会をやっており

ましたが、コロナ禍で 2年間中止しており、来年元

旦は開催しようと自治会を中心に計画していたので

前例会の記録 第 2086回 2022年 12月 1日（木） 

年次総会 ／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」 



すが、やむなく中止すると言う事になりました。非

常に難しい判断だと思いました。 

ロータリーの活動も、オンラインでの開催、対面で

の開催とケースバイケースで進められていると思い

ます。我がクラブの活動としましては、今の私個人

の考えですが、行政からの規制がなければ、状況判

断をしながら通常の活動を進めて行きたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願い致します。又本日

の通常総会のスムーズな進行も重ねてよろしくお願

い致します。 

＊議事 

幹事の森 敬君より前期事業報告、会計の伊佐地 

司君より中間会計決算報告、次期幹事の石原 妙生

君より次年度理事・役員の報告がなされ、満場一致

で承認されスムーズに終了致しました。 

＊第 47期 関中央ロータリークラブ 理事・役員 

会  長 森  敬 理事 役員 

会長エレクト・ 

クラブ奉仕委員長 
大藪 太 理事 役員 

直前会長 藤村 伸隆 理事  

クラブ研修リーダー 西田 健一 理事  

副会長・ 

クラブ奉仕委員長 
川上 勉 理事 役員 

幹  事 石原 妙生 理事 役員 

副 幹 事 後藤 政之 理事  

直前幹事 森  敬 理事  

職業奉仕委員長 長谷部貴司 理事  

社会奉仕委員長 吉田 和也 理事  

青少年育成委員長 波多野好文 理事  

国際奉仕委員長 波多野篤志 理事  

会  計 北原 慎  役員 

会場監督 土屋 敏幸  役員 

ロータリー財団委員長 高井 良祐 理事  

＊次期会長あいさつ 

 森敬次期会長 

ただいま次年度の役員の承認を頂

き次年度会長をつとめることにな

りました森敬です。よろしくお願い

致します。今年度幹事を務めさせて頂いております。

ここまで半期、大きな事業もありましたが何とかこ

なすことができました。至らぬ点もあったかもしれ

ませんが、皆さまのご協力のもとこなすことができ

感謝申し上げます。まだ下半期もありますので変わ

らぬご協力をよろしくお願い致します。次期は会長

ということで今まで以上に責任を感じておりますし、

歴史ある関中央ＲＣ47代目会長ということで責任と

誇りを持ち、勉強不足の点もありますが、これから一

生懸命勉強して次年度が素晴らしい一年になります

ようまたクラブがより良いクラブとなるよう精一杯

務めてまいりますので皆様よろしくお願いします。 

・・・懇親会・・・ 

＊開会あいさつ 

＊会長あいさつ  藤村 伸隆 会長 

＊乾 杯  森  敬  次期会長 

＊委員会報告  出席報告 

ニコボックス報告 

幹事報告 

＊中締め  石原 妙生 次期幹事 

＊会長あいさつ 藤村伸隆会長 

皆様には、先程の年次総会、スムーズにご協議頂き

ありがとうございました。先程のご挨拶でも申し上

げましたが、ウイズコロナと言う事で各自十分感染

には注意をして頂き楽しい懇親会の時間を過ごした

いと思います。よろしくお願い致します。 

＊出席委員会 

会員数 29 名、本日の出席 18 名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長、幹事 

 本日の年次総会、皆様には慎重審議を賜りますよ

う宜しくお願い申し上げます。 

・伊佐地 司君 

 先日、母の葬儀に際し、皆様からお心遣いを頂き

まして誠にありがとうございました。心よりお礼

申し上げます。 

18 名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・ガバナー月信掲載について 

文部科学大臣表彰 生涯スポーツ功労者 

喜久生 明男君 

＜次例会の案内＞ 

第 2088回 2022年 12月 22日（木） 

クリスマス・結婚記念例会 

担当 親睦活動委員会 


