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　皆さん、こんにちは！
　本日は、会長としての最後の挨拶です。第３
２期、４７回目の最後の例会となります。一年
は、本当に速いですね！とうとうこの日が来て
しまいました。肩の荷が下りて嬉しいのとなぜ
か一抹の寂しさもありますが・・・でも感無量
です。昨年、谷田さんがニコニコしながら最後
の挨拶をされていたのが昨日の様に思いだされ
ます。
一年前にスタートした時は、本当にどうなるの
か心配でしたが幹事の安藤さんをはじめ、皆様
に助けられて何とか無事、航海が出来ました。　　　
今、皆さんに言えるのは、ただただ感謝のみで
す。本当にありがとう御座いました。
後程、会長退任の挨拶で申し上げますので今日
の挨拶は、これにて終わりにさせて戴きます。
有りがとう御座いました。

担当：会長・幹事

第 1545 回 例会　7/2( 水 )

慶祝行事・新会長挨拶
創立記念日

担当：会長・幹事

第 1544 回 例会　6/25( 水 )

会長・執行部退任挨拶
１００万＄

担当：会長・幹事

第 1546 回 例会　7/9( 水 )

クラブアッセンブリ―（１）
事業計画（ガバナー補佐訪問）

出席報告（敬称略）

会員数：35名
出席数：23/35名

欠席者：12名（出席免除 5名　80.00%）
出席率：65.71%

会員表彰・委嘱状（敬称略）

○国際ロータリーより国井省二会員に次期職業
  奉仕副委員長の委嘱状が届いております。
○２６３０地区の加賀修ガバナーより会員増強
  の維持・向上に貢献したとして、原尾勝会員、
  山口八郎会員、谷田育子会員、岡田一二三会
  員に対して表彰状が届いております。

  
○６月２０日（金）に開催されました第５回Ｉ
  ＧＭの報告がありました。
○６月１８日（水）にＡグループ最後の幹事会
  が開催されました。活動報告及び収支報告が
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ニコニコBOX（敬称略）

原尾　　勝：第３２期本日で最後となります。
　　　　　　一年間、大変お世話になりありが
　　　　　　とうございました。
安藤　武司：一年間幹事の務めをガンバッテき
　　　　　　ました。ご協力ありがとうござい
　　　　　　ました。
久世　　亘：原尾会長さん以下役員、理事の方
　　　　　　々御苦労様でした。
竹村　博之、小椋　功、水野　友之、
榊原　典夫：執行部の皆さん、一年間ごくろう
　　　　　　さまでした。
小泉　宣昭：一年間ご苦労様でした。
臼井　毅子：３２期おつかれ様でした。

委員会・同好会報告事項（敬称略）

    

＜参加者＞　
・原尾　　勝・小泉　宣昭・谷田　育子　
・安藤　武司・水野　友之・臼井　穀子　
・岡田（一）・高橋　正
（計１１名）

日　時：平成２６年６月２０日（火）
会　場：岐阜都ホテル「四　川」にて
開　始：１８時３０分～２１時００分　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜テーマ＞・一年の反省・その他　　
（小泉会計）
　・慣れない為、皆様にヘルプして頂き無事に
　　任務が出来そうです。
　・緊縮財政の為、経費の節約に努めて参りま
　　した。
（谷田副幹事）
　・色々と一年間お世話になりました。
　・来期は、幹事として勤めますのでご協力を
　　お願いいたします。
（安藤幹事）
　・着任の際に自分なりのテーマ「自他共楽」
　　の如く皆で楽しく過ごす要に努めてきまし
　　た。
　・色々な経験をさせて頂きまして、感謝して
　　おります。
　・社会奉仕行事には、もっと多くの会員参加
　　を希望します。（長良川清掃・若松学園行
　　事・献血例会・ＲＣカップバレーボール大
　　会等）
（河村副会長）
　・執行部の皆様に助けて頂きまして、感謝し
　　ております。
　・クラブ奉仕委員長により、「アンケート調
　　査」を実施いたしました。
（水野会員）
　・昨年９月に入会させていただき、解らない
　　点が多く皆様に助けていただいております。
　・出席率を高めるよう努力いたします。（メ
　　イキャップの仕方等）
（臼井会員）
　・入会し、前ＲＣとの違いがあり、岐阜北Ｒ
　　Ｃでは楽しく過ごさせて頂いております。
（高橋会員）
　・本年５月に入会の為、まだ反省点などが見
　　つかりません。
　・会員の皆様に、色々教えて頂いております。
（竹村Ｒ情報副委員長）
　・入会し早３２年が過ぎました。
　・Ｉ.Ｇ.Ｍ.もＦ.Ｍ（ファイヤーミーティン
　　
　　

○会計　小泉宣昭　会員
本日は最終例会です。本日中に未処理分がある
会員は精算をしてください。

幹事報告事項（敬称略）

＜幹事報告＞
○６月２０日（金）に開催されました第５回Ｉ
ＧＭの報告がありました。
○６月１８日（水）に２６３０地区Ａグループ
の最後の幹事会が開催されました。活動報告及
び収支報告がありました。
○６月２４日（火）に一ノ瀬新入会員のインフ
ォメーションを開催しました。７月２日の例会
から参加予定です。
○本日の例会後に臨時理事会を開催することに
なりましたので、宜しくお願いします。

会員表彰・委嘱状　続き

ありました。６月２４日（火）に一ノ瀬新入会
員のインフォメーションを開催しました。７月
２日の例会から参加予定です。
○本日の例会後に臨時理事会を開催することに
なりましたので、宜しくお願いします。

Ｉ.Ｇ.Ｍ．報告（敬称略）

２０１３－２０１４　第５回Ｉ.Ｇ.Ｍ. 報告
＜出席者＞　
・世話人　　　河村　訓陸　
・リーダー　　小島　正三　
・Ｒ情報委員　竹村　博之
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Ｉ.Ｇ.Ｍ．報告　続き

　　グ）より名前がかわり、依然は各会員の自
　　宅で実施されましたが、様々な事情で現在
　　のスタイルに変わりました。
（岡田会長エレクト）
　・今期は３つの役を賜り、特に「親睦交流委
　　員会」は大変な一年でした。
　・新入会員の方々との「コミュニケーション」
　　作りに努めてきました。
　・来期に向けては、オリジナル制を高めた楽
　　しいＲＣを作りたい。
　・明るさを大切にしていきます。
（原尾会長）
　・新入会員の増員に感謝申し上げます。
　・今後も、会員増強に努めます（特に女性会
　　員を）。
　・楽しい例会を心掛けてきました、来期も「
　　楽しい例会」を目指して。
　・夜間例会を増やし、会員相互の親睦を図る
　　と良いのでは。
（小島リーダー）
　・今期は、米山奨学・前はＤ財団と、お金に
　　係ってまいりましたが、無事に一年がすぎ
　　ました。ありがとうございます。
　・今期は、特に１００万＄例会が多かったよ
　　うですので、対策をお願いします。
＜その他＞
　・出席率を高めるために、もっと「メイキャ
　　ップ」を利用しましょう。
　・日本中、又世界のＲＣは沢山あります、近
　　くに行った際は、例会に参加しよう。　
　　友達の輪が広がります。

以上をもって、今期のＩ.Ｇ.Ｍ.を終わります。
ありがとうございました。
  

  

会長退任挨拶【原尾　勝】

とうとうこの日が参りました。第３２期がスタ
ートしたのがついこの間の様な気がします。７
月の第一回目の例会は、林　隆行さんの入会セ
レモニーと大垣からメーキャップに沼口諭様が
ご来訪下さりスタート致しました。処がこの方
のメーキャップカードが届いておらず、初日で
不慣れとは言え波乱のスタートになりました。
詫び状を出し、どうなるかと思いましたが今期、
特に力を入れている会員増強は、皆様のお力沿
いにより順調にスタートする事が出来ました。
林さんに続き、水野友之さん、臼井毅子（たけ
こ）さん、高橋正(まさし)さん、榊原典夫さん
と本当に沢山の方に入会して戴きました。また
昨日、一瀬　喜美子さんのインフォメーション
を行い、７月から入会して戴く事となりました。
これも皆様のお力添えあっての事です。本当に
感謝しております。有難う御座います。ただ、
今期で白木昭三さんと苅谷二郎さんが体力の限
界という事で退会されます。特に苅谷さんは、
創立メンバーのお一人と言うだけで無く、この
方がいたから今の岐阜北ロータリークラブがあ
るという位、大貢献をして戴いた方であります
ので本当に残念ですし、寂しい限りです・・・
がある意味、世代交代は、やむを得ない事だと
思います。どんどん若い方に入会して戴いて皆
で力を合わせて会の活性化とリフレッシュをし
て行きたいと考えております。
　あともう一つ、力を入れたのは、楽しい例会
を目指すと言う事で夜間例会を増やし、親睦の
和を広める場作りを行いました。プログラムの
都合上、ワイワイ例会と観桜例会の二つのイベ
ントを行いましたが楽しいひと時を過ごす事が
出来たと思います？！これからもベテラン会員
と若手のとの交流等、この様な場が出来ればと
思いますので次期執行部の皆様、宜しくお願い
致します。
　話は、変わりますが２６３０地区の加賀　修
ガバナーの活動方針は、「脚下照顧」です。前
期の村橋ガバナーは、「不易流行」でした。「
脚下照顧」は、自分の足元、即ち原点を見つめ
よう！です。原点とは、社会奉仕、職業奉仕を
通じての『世界平和の推進』です。不易流行は、
変えてはならないものと時代に合わせて変えて
いくべきもの。変えてはならないものとは、こ
れも『世界平和の推進』です。我々岐阜北ロー
タリークラブも地域の社会奉仕、職業奉仕を通
じて世界平和を目指しながら今の時代に合った
クラブに変えていく必要があります。一気に変
える事は出来ませんので出来る事から一つずつ
で良いので今以上に素晴らしいクラブにして行

会長退任挨拶　続き
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    幹事退任挨拶　続き

 

会長退任挨拶　続き

きたいと思います。私は、当クラブは、一つの
家族、ファミリーだと思っています。世の為、
人の為、世界の人々の幸せの為に会員がひとつ
になって歩んでいく、そんなクラブを目指した
いと考えております。
　幹事と同様、会長職も大変ではありますが本
当にとても良い経験になりました。多くの方と
知り合い、良い体験が出来、一人の人間として、
大きく成長する事が出来ました。今は、会長を
させて戴いて本当に良かったと実感しておりま
す。
来月からは、第３３期が始まります。岡田一二
三丸が出航する訳ですが会員ひとり一人の協力
がなければ長い航海は出来ません。今期同様、
来期も皆様のご支援、御協力をお願い申し上げ
まして会長退任の挨拶と致します。
本当に一年間、御世話になり、有りがとう御座
いました。心から感謝申し上げます。
有りがとう御座いました。

　　

　てなかったか？       
・会長の足手まといになってなかったか？  
　反省しながら、色々な勉強をさせて頂きまし
　た。
特に、心にのこる       
・山口八郎会員の『黄綬褒章受章祝賀会』  
・服部バストガバナーの『Ｉ　Ｓｅｒｖｅ　出
　版記念パーティー』     
・岐阜城ＲＣ２０周年記念パーティー』
をはじめ、「雨の中での観桜例会」などなど、
本当にありがとうございました。    
また、会員増強では今期４名の新しい仲間が増
えて、当クラブが益々発展しますことと、来期
の役員方々のご活躍を祈念して私の挨拶とさせ
て頂きます。        
　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　掌  

http://gifukita-rc.com/

　 　　会報・広報　６月担当　川崎　賢二

次回例会のご案内

第１５４６回　例会 ７月９日（水）
クラブアッセンブリ―（１）
事業計画（ガバナー補佐訪問）

       
担当者：会長・幹事

副会長退任挨拶【河村　訓陸】

原尾会長のあいさつが全てです。皆さんに支え
られ一年を過ごせました。ありがとうございま
した。
　　

幹事退任挨拶【安藤　武司】

「光陰矢の如し」　あと５日間で、第３２期も
終わろうとしております。        
着任挨拶のなかで、『自他共楽』を自分なりの
テーマを掲げました、今になり幹事の大変さか
ら、楽しさが少し解ってきた様な気がいたしま
す。        
・共に楽しく過ごせたか？        
・全ての行事がうまくこなせたか？        
・会員の方々や、執行部の方々の脚をひっぱっ


