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会長挨拶

卓話（１３）
１００万＄

第 1675 回 例会　5/24（水）

担当：川島・西垣　会員

　３５期の例会も、本日を含めてあと６回とな
りました。本日は、最後の田邊ＡＧの訪問日で
ございます。１年間ご指導ありがとうございま
した。又、大変お疲れ様でした。又、箕浦ＡＧ
エレクト（岐阜長良川ＲＣ）さん、来期も宜し
くお願い致します。規定審議会よりの「定款・
細則・内規」も波多野幹事の御苦労のもと、今
期中に報告出来る様、努力していますが、細則
の一部にて検討し調整中ですので、来期に持ち
越し協議になるようです。５月の行事として、
５月１３日は「次期会員増強セミナー」が、四
日市都ホテルにて２５０名の参加者で開催され
ました。また５月１４日は「ＩＡ教師部会」の
開催が四日市でありました。ご出席されました
皆様、大変お疲れ様でした。それと、１４日は
「岐阜エトスロータリークラブ・２５周年の式
典・祝宴」が岐阜グランドホテルにて開催され
ました。記念事業として、岐阜市民会館にて「

会長挨拶　続き

未来へつなぐ合唱・吹奏楽」が催され、長良高
校コーラス部・県立岐阜商業高校吹奏楽部にて、
高校生から小中学生に想いを伝え、全員で大合
唱して音楽を楽しみました。
当クラブもあと５年で「４０周年」を迎えます。
これを機に、会員の増加を一人でも多くの会員
推薦を希望しております。５年後には、３０名
の会員から、４０周年を機して４０名（会員増
強委員会としては６０名）の会員数となります
ように、全会員のご尽力をお願いして、会長挨
拶といたします。

アシスタントガバナー訪問
田邊　雅範　様
卓話（１２）

第 1674 回 例会　5/17（水）

担当：小森・榊原　会員

慶祝行事
卓話（１４）
１００万＄

第 1676 回 例会　6/7（水）

担当：川崎・辻　会員

出席報告（敬称略）

会員数：30名
出席数：23/30名
出席率：76.67%
欠席者：5名（出席免除2名　83.33%）
来訪者 ：田邊　雅範　ガバナー補佐
　　　　（岐阜中Ｒ．Ｃ）
　　　　箕浦　洋和　次期ガバナー補佐
　　　　（岐阜長良川Ｒ．Ｃ）

 

ニコニコＢＯＸ（敬称略）

田邊　雅範：今年度最後の例会訪問です。１年
　　　　　　間御世話になりました。
箕浦　洋和：本日から次期ガバナー補佐のスタ
　　　　　　ートです。１年間お世話になるか
　　　　　　と思いますので宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
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アシスタントガバナー公式訪問（敬称略）

・２６３０地区ガバナー補佐
　田邊　雅範　様（岐阜中Ｒ．Ｃ）

アシスタントガバナー公式訪問　続き

という４つの要素を活動計画の指標にしてほし
いというものです。
　これに関し、剱田ガバナーは「最も出席する
もの最も報いられる」を地区方針として、ガバ
ナー月信で書いておられますが、例会を大事に
して頂けるよう訴えてこられました。クラブで
の「会長の時間」を大切にして、クラブや会員
の活動・ロータリー情報を会員に良く知ってい
ただき、クラブ活動への参加意識・意欲が高ま
るようにしていただきたいと、訴えてこられま
した。
　また米山梅吉翁は「ロータリーは人生の道場」
「我以外皆我師」と言っておられ、例会こそが
重要とされています。
　今年度の地区大会では「日本の伝統として継
承するロータリー文化を堅持する決議」が採択
され、伝統的日本のロータリーを主体として、
クラブが主体性を持ってロータリーの奉仕理念
の研鑽と奉仕活動の実践を奨めていただきたい
と考えておられます。
　ロータリーは１９０５年に誕生し、時代とと
もにＲＩの方針も変わってきました。最初は「
職業倫理の高揚」が理念であったものが、次に
は「ボランティアのロータリー」になり、現在
は「拡大」が目的化しているようにさえ思えま
す。会員数の増加がＲ財団の活動を活発化させ、
それがロータリーの発展をもたらすと考えてい
るようです。
　世界各地のロータリーの会員に、活動する理
由を尋ねたところ、次の３項目に集約されたと
いうことです。
１．リーダーのネットワーク：ロータリーは、
　　世界の様々な国や職業のリーダーのネット
　　ワークです。
２．アイデアを広げる：ロータリーは、多様な
　　会員のアイデアや職業の専門知識を生かし
　　て、地域社会のニーズや問題に取り組みま
　　す。
３．行動する：ロータリーは、世界中の地域社
　　会を長期的に改善するために行動します。
　ロータリーは「人づくり」の場であり、それ
は例会を通じてなされる、というのが本質では
ないでしょうか。
　次年度へ向けての国際協議会が１月にサンデ
ィエゴで開催されたということです。当地区の
ガバナーエレクトの田山雅敏様も参加されまし
た。以下、その報告から抜粋させていただきま
す。

　次年度のＲＩ会長はイアン　Ｈ．Ｓ．　ライ
ズリー氏とのことで、テーマは「ロータリー：

ニコニコＢＯＸ（敬称略）続き

安藤　武司：田邊ガバナー補佐さん、箕浦次期
　　　　　　ガバナー補佐さん、本日の御来訪
　　　　　　有難う御座います。
川島　明雄：家内の誕生日を祝って戴き有難う
　　　　　　御座います。
河村　訓陸：結婚記念日を祝って戴き有難う御
　　　　　　座います。
小森　保敏：本日卓話です。宜しくお願い致し
　　　　　　ます。

国際ロータリー第２６３０地区岐阜Ａグループ
第４回　クラブ訪問

　岐阜Ａグループのガバナー補佐を務めさせて
いただいている、岐阜中ロータリークラブの田
邊雅範です。本年最後のクラブ訪問となりまし
た。
　今日は２０１６年の規定審議会で、クラブの
定款に「クラブの目的」が新設されたことにつ
いてお話したいと思います。
　皆様のクラブでは既に標準定款を採用され、
第３条に「クラブの目的」という条項が入れら
れたはずです。これは、「本クラブの目的は、
「ロータリーの目的」の達成を目指し、五大奉
仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェク
トを実施し、会員増強を通じてロータリーの発
展に寄与し、ロータリー財団を支援し、クラブ
レベルを超えたリーダーを育成することである。
」というものです。

クラブが効果的なものとなるためには、
１．会員の基盤を維持強化する。
２．成果のある奉仕プロジェクトを実施する。
３．ロータリー財団を支援する。
４．クラブ指導者を育成する。
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アシスタントガバナー公式訪問　続き

②　クラブ運営が地域社会に密着し、存在意義
　　を高めているか
③　ＲＩテーマや地区活動方針に反映されてい
　　る活動か
という３点を確認させて戴く事を重要ポイント
に活動させて戴こうと考えております。
　次期ＲＩ会長は、「ロータリーとは何ですか
？」と問われた時に直ぐに答えられなかった。
それは、１２０万人の会員が其々独自の解釈で
理解しているからです。
色んな考えがあって良いのです。
田山ガバナーエレクトは、ロータリーは、次の
１０年に向けて確実に動き出しました。１０年
後の我々のクラブはどの様になっているか！？
１０年後のあるべき姿を常に考えて戴き「未来
を創造しよう」をスローガンにロータリー活動
を展開していきましょうと提唱されています。
これを見据えて将来のためにロータリー活動に
励んで戴ければと考えております。
地区の話も皆さんの話も一応私の頭の中で考え
て消化して御報告させて戴くつもりです。
どうか皆様の御指導御鞭撻をお願い申し上げま
して本日の御挨拶とさせていただきます。
有りがとう御座いました。

アシスタントガバナー公式訪問　続き

変化をもたらす」( Ｍａｋｅ　ａ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｃｅ）ということです。奉仕を行うこと
により人々の人生に変化をもたらすことが出来
る、というものです。ロータリーの充実感は、
毎年毎年「変化をもたらす」ロータリアンから
湧き出るもので、地域に変化をもたらす・クラ
ブに変化をもたらす・自分の人生にも変化をも
たらす等も「変化をもたらす」の一つであると
のことだそうです。

　田山ガバナーエレクトの地区の方針は、「未
来を創造しよう」ということです。
田山エレクトの国際協議会での感想は、ロータ
リーは次の１０年に向けて新しい歩みを始めた、
というものです。前へ進んでいく、新しい方向
に取り組むクラブを積極的に支援していくとい
う方向性の様です。
　６月で私のガバナー補佐としての任期は終わ
り、７月からは岐阜長良川ロータリークラブの
箕浦洋和様が就任されます。この一年間、浅学
菲才の私でしたが、皆様にご指導頂き、何とか
任務を終えそうな時期に差し掛かることが出来
ました。至らぬ点は多々ありましたが、皆様の
ご助力に感謝申し上げて、私の挨拶とさせてい
ただきます。

ありがとうございました。

　

幹事報告事項（敬称略）

・先週卓話で来て戴いたパナソニックエコシス
　テムズの方から謝礼を差し上げたのですがそ
　の時の謝礼を皆様でお役立て下さいとの事で
　ニコＢＯＸに投函されましたので御報告をさ
　せて戴きます。

・２６３０地区次期ガバナー補佐 
　箕浦　洋和　様（岐阜長良川Ｒ．Ｃ）

委員会・同好会報告事項（敬称略）

・前田　吉彦　職業奉仕委員長
　６月１４（水）の１３時にＪＡぎふ曽我屋枝
　豆選果場にて職場例会を開催致します。場所
　等は、例会案内に地図がついております。
　沢山のご参加をお待ちしておりますので宜し
　くお願い致します。

・川崎　賢二　親睦交流委員長
　去る１０日に理事会にてフィナーレ例会の予
　算承認を戴きましたので来週にご案内文を配
　布させて戴きます。
　６月２４日（土）の１８時～、都ホテルにて
　開催致します。御婦人には、素敵なプレゼン
　トを用意しておりますので多数のご参加をお
　待ちしております。宜しくお願い致します。

　今日からがガバナー補佐の仕事初めで御座い
ます。色んなセミナーで受けた事を御報告させ
て戴きながら進めて行きたいと思っております。
補佐としての役割ですが各クラブの奉仕活動が
効果的になされている事の確認をさせて戴く事
です。これは、
①　奉仕活動が長くなって陳腐化していないか
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次回例会のご案内

担当者：川崎・辻　会員

第１６７６回　例会　６月７日（水）
慶祝行事
卓話（１４）　　　　　　　　　

　 　　　　会報・広報　５月担当　原尾　勝

岐阜エトスＲＣ創立２５周年記念式典

ゴルフ同好会　みずなみカントリー倶楽部例会行事（敬称略）

・卓話（１２）
　題　名：「私の青春」　　
  卓話者：小森　保敏　会員 

　十代にやっていた『柔道』、これが私のすべ
てである。一つの事にとことん打ち込んできた
柔道についてのお話です。詳しくは「卓話集」
に載せましたのでご一読下さい。
※卓話・別紙参照

第２６３０地区　会員増強研修セミナー


