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平成 18 年 7 月 12 日発行               7月             月間 

 
 
第1169回例会 7月 12日（水） 
◎ クラブアッセンブリー（1）事業計画 

担当 会長・幹事 

 

第 1168回例会 7月 5日（水） 
◎ 慶祝行事 

◎ 新会長挨拶 

◎ 創立記念日 

担当 会長・幹事 

 
点 鐘 

国 家「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

四つのテストの唱和 

 

       ≪小森 保敏 会長≫ 
・米山奨学生・・・高 鑫坤 君 
・交換留学生・・・ミッチー・ブバロ 君 
 

≪小森 保敏 会長≫ 
いよいよ２５期が始まりました。宜しくお願い致し

ます。今ここに立っておりますと、逃げ出せたい気持

ちが半分と何が何でもやらねばという気持ちが半分で

あります。いづれにしましても受けた以上この一年が

んばらねばと思っております。そこで一つ誓いを立て

ましたのでお聞き下さい。 

「宣誓」私、小森はこの一年、永瀬幹事、岡田副会

長はじめ役員、理事、会員各位のご協力のもと世の為、

人の為ならびに我が岐阜北ロータリーのますますの発

展の為に、粉骨砕身の気持ちを持ってやり遂げるつも

りであります事をここに誓います。 

平成１８年７月５日 岐阜北ロータリークラブ 

会長 小森 保敏   

以上の誓いをもちまして、会長挨拶といたします。 

 

        ≪出席委員会≫ 

本日のホームクラブ   33／40    92.05 % 

◇ 本日のホームクラブ欠席者３名 
里見雅直君・部田拡君・長野鉄司君 
 

 
        ≪親睦委員会≫ 
 会員誕生祝  

4 日 小椋 功君 22 日 部田 拡君 

23 日 長野鉄司君   

 
 ご夫人誕生祝 

5 日 松野みゆき様 7 日 服部真理様 

20 日 永瀬 慶子様 28 日 部田弘美様 
 

 前年度役員へ記念品贈呈 

 米山奨学委員会 片桐 順一郎 前会長 

         米山功労者、マルチブル表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出席委員会 ≪郷 昇≫ 

 皆出席表彰 

  １５年皆出席 小森 保敏 

  １０年皆出席 片桐 順一郎 

   １年皆出席 安藤 武司 

 

 

◇ Ｉ.Ｇ.Ｍ活動計画 
 実 施 日：７月２１日（金） 

 世 話 人：岡田(忍) 

 テ ー マ：「Ｒ.Ｉテーマ・地区メッセージについて」 

担 当 小森 

参加者 永瀬・波多野・部田 

     「ロータリーの魅力と会員増強について」 

担 当 小椋 

       参加者 堀田 

 情報委員：久世・片桐 

 

http://gifukita-rc.com 

□例 会 毎週水曜日 □題 字 小森 保敏 

□会 場 岐阜都ホテル 岐阜市長良福光桃林 2695  

tel 295-5222㈹ 

□事務所 岐阜商工会議所（岐阜市神田町 2）tel 264-9235㈹ 

□会 長 小森 保敏 

□副会長 岡田 忍 

□幹 事 永瀬 章 

□会報記念誌委員長 谷田 育子 

№1168 
 

 率先しよう R.I.会長 ウィリアムＢ．ボイド氏 2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ 



 率先しよう R.I.会長 ウィリアムＢ．ボイド氏 2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ 

 

◇ Ｒ.財団委員会 
 伊原優子さんが 2007-2008 年度ロータリー財団国際

親善奨学生選考に合格しました。 
 
◇ 会計 ≪永瀬章 幹事、波多野光裕 会計≫ 
 上半期会費の納入を御願いします。ボックスに案内

書を入れましたので今月中に御願いします。 

 
◇ Ｓ.Ａ.Ａ委員会 ≪森本 時夫 委員≫ 
 本日駐車券の発券機が修理中との事で駐車券があり

ませんので無料パスとの事です。よろしく御願いしま

す。 

 
◇ 幹事報告  
 本日の定例理事会は第３週の予定となりました。理

事、役員の方はよろしく御願いします 

 ボックスに、ＩＭ.及びＡ分区合同例会の案内が入っ

ていますが多数の方の出席を御願いします。 
 
◇ ニコニコボックス 
＊小森保敏君･･･いよいよ２５期が始まりました。１

年間宜しくお願い致します。 
＊永瀬章君･･･愈々、２５期が、始まります。会員の

皆様のご協力宜しくお願いします。 
＊片桐順一郎君･･･２５期の役員御苦労様です。 
＊森本時夫君･･･今期ＳＡＡを担当します。会員各位

のご理解とご協力をお願いします。 
＊馬渕弘美君･･･創立２５周年になりました。 
＊後藤保君･･･新役員１年間ご苦労様です。高米山奨

学生を迎えて。 
 ＊岡川糺君･･･新執行部ガンバレ。 
＊久世亘君･･･新役員の方々ガンバッテ下さい。 
＊白木昭三君･･･新執行部のご健康を祈ります。 

 ＊山口八郎君･･･新執行部今後の活躍を。 
 ＊国井省二君･･･新役員ご苦労様です。 
 ＊小椋功君･･･新執行部のご活躍を。 
 ＊小島正三君･･･新執行部の方々１年よろしくお願

いします。 
 ＊原尾勝君･･･新執行部の皆様よろしくお願い致し

ます。 
 ＊若山和正君･･･新役員の方々。 
 ＊安藤紳一郎君･･･新執行部の方宜しく御願いしま

す。 
 ＊苅谷二郎君･･･今年度もよろしく。 
 ＊岡田忍君･･･今年もよろしくお願いします。 
 ＊安藤武司君･･･本年度もよろしくお願いします。 
 ＊川島明雄君・塚原進君･･･今年もよろしく。 
 ＊北川忠雄君･･･新会長及び執行部の方々この一年

ご苦労をお掛けいたします。 
  

 
＊松野秀計君･･･親睦交流委員長を務めさせていただ

きます。今年１年よろしくお願いします。 
＊河村訓陸君 
 

 ≪新役員就任挨拶≫ 

◇ 小森 保敏 会長 

 この度、岐阜北ロータリークラブ第２５期の会長に

就任することになりました。もとよりその器ではあり

ませんのでこの大役を全うすることが出来るのか不安

ではありますが、幸いにも立派な理事役員ならびに会

員各位に恵まれておりますのでご指導ご鞭撻をいただ

きまして、その責務を遂行して行く覚悟でございます。

どうかよろしくお願い申し上げます。 
 さて２００６～０７年度Ｒ.Ｉ会長ウィリアム・ボイ
ド氏のテーマは「率先しよう」であります。倫理的課

題が山積みとなっている今日の世界においては、平和

の構築にとって、国家間の協力と違いに対する容認が

不可欠です。そんな中にあって、ロータリーは、人々

が必要としている国際的な協力、ボランティア精神の

模範を示しています。このテーマは、ロータリアンが

世界を変える力を持っているという信念を表していま

す。親睦と奉仕を通じて明るい未来をもたらすために、

１２０万人のロータリアンが力を合わせて率先してい

くのですと表現されました。 
 ガバナー篠田靖之氏は、「安全や安心」は教育によっ

て、相手の事を理解し、共同生活のルールが確立され

て生まれます。「文化」はそれをより充実するところに

でき、生活を向上させ、相手の事を思う様になります。

物をいただいた人より、送り主により大きな「喜び」

があります。私たちは、ロータリーの奉仕によって不

易の友人ができ、多くを学ぶのですと示しておられま

す。この心を大切に今年度はかけがえのない人との出

会いを楽しみに、全力を尽くして行きたいと思います。

新年度をスタートするに当たりこの一年間を、賢明な

る役員理事の方々はじめ会員各位の格別なるご協力、

ご支援を賜ります様に心よりお願い申し上げまして挨

拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4つのテスト   ①真実かどうか   ②みんなに公平か   ③好意と友情を深めるか   ④みんなのためになるかどうか 



 率先しよう R.I.会長 ウィリアムＢ．ボイド氏 2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ 

 

◇ 岡田 忍 副会長 

 皆さんこんにちは。第２５期の副会長を仰せ付かり

ました。岡田忍でございます。昨年、小森会長エレク

トから、次期の副会長をとのお話を伺い、深く考えも

せず受けてしまい、今この場に立って大変な役を受け

てしまったと後悔しております。 

 考えてみれば、ロータリー経験も数年間だけ、委員

長もニコボックス・姉妹クラブ二つの委員会の経験し

かない私に、北クラブの副会長の責が務まるなんて誰

が考えても無理なことは明白です。先般のアンケート

にもありましたが、人事は年齢、功績・ロータリー歴

等、様々な要素を加味して決められるべきだと思いま

す。北クラブには私なんかより、経験豊かな、指導力

あふれた素晴らしい先輩が多くいらっしゃるのに、事

の重大さを何も考えず、返事をしてしまった、自分の

浅はかさを悔いている毎日です。 

 幸いなことに、今期は小森会長、永瀬幹事という素

晴らしい方が牽引役です。お二人の指導の下、北クラ

ブの副会長として皆様にご迷惑をお掛けせず、少しで

もお役に立つよう、１年間精一杯努めさせていただく

つもりです。会員の皆様から、厳しい叱咤のお言葉、

ご指導を賜ります様お願いを致しまして、私のご挨拶

とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 永瀬 章 幹事 

 愈愈、岐阜北ロータリークラブ第２５期の「小森丸」

が出港いたしました。会員の減少が続く中、前途多難

なクラブ運営になることと、感じております。 

 また、ロータリー経験の少ない執行部３人ですが、

先輩諸氏のご指導を仰ぎながら、小森キャプテンを盛

りたて、１年後、無事「小森丸」が帰港できますよう、

努力いたします。何卒、ロータリーの好意と友情でも

って、ご協力のほど、宜しくお願い致します。 

最後に一点だけ、この１年間に、会員皆様に、検討

していただきたいことがございます。それは、今期は、

取敢えず会長の涙ぐましい尽力によりまして、委員会

構成の見直しなども含め、委員会が構成できましたが、 

 

どう眺めてみても、来期以降、委員会構成が、ロータ

リー暦の短い人が、同じ委員会に、３年４年と継続し

て在籍しなければならない、という現実がありますの

でこの問題を１年間かけ、検討していただきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の辞 ≪岡田 忍 副会長≫ 
 

 点  鐘 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会のご案内  7 月 19日（水） 

 

・クラブアッセンブリー（2） 

  事業計画 100万＄ 

 

担当 会長・幹事 

担当／クラブ会報委員会 谷田 育子 

4つのテスト   ①真実かどうか   ②みんなに公平か   ③好意と友情を深めるか   ④みんなのためになるかどうか 


