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第1170回例会 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 

 

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 

 
点 鐘 

ロータリーソング「我等の生業」 

 

       ≪親睦委員会≫ 

・美濃ロータリークラブ・・・小坂 良治 君 
・岐阜中ロータリークラブ・・・宮地 正直 君 
 

≪小森 保敏 会長≫ 
一言ご挨拶申し上げます。本日は、クラブアッセン

ブリーの１回目として各委員会の事業計画の発表をし

ていただきます。よろしくお願い致します。 

ところで、私が平成２年の７月より、岐阜北ロータ

リークラブに入会しましてはやいもので１６年が経過

しました。入会間もない頃、ある会員の人より、来週

はガバナー公式訪問だから休まない様にと言われまし

たが私はある事情により休みました。そうしましたら

翌週の例会の時に、写真を見せられましてこの中で写

っていないのは君一人やないか？何をやっとるのや

ー．．．．．．その時より、私も少しはまじめなロータリア

ンとなっていったのであります。まさしく失敗から学

ぶことがあったという話をもちまして挨拶といたしま

す。ありがとうございました。 

 

        ≪出席委員会≫ 

本日のホームクラブ   39／40    97.05 % 

◇ 本日のホームクラブ  欠席者1名 
安藤紳一郎君 

 
 
 
 

 
        ≪親睦委員会≫ 
 前年度役員へ記念品贈呈 

 幹事 里見 雅直 

 

 

◇ クラブ奉仕委員会 ≪委員長 岡田 忍≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 

 １．会長の運営方針に基づく協力と共に、クラブ奉

仕の目的であるクラブ内部機構が円滑かつ活力

が維持出来るよう配慮すると共に、創立２５周

年を迎えたクラブが更なる飛躍を期すよう、調

整に務める。 

 

◇ 出席委員会 ≪委員長 郷 昇≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 

 １．クラブ例会の出席、あらゆるロータリーの会合

に出席を奨励する。 

 ２．出席率低下傾向に対し、メーキャップの推奨を

する。 

 ３．１００％とは言わないがせめて９０％の努力目

標を御願いしたい、メーキャップの方は他クラ

ブでもほとんどない。新会員を推薦された方は、

他クラブへのメーキャップをぜひ案内を御願い

したい。 

 ４．今年度の目標はホームクラブで出席の奨励、メ

ーキャップをぜひやって頂きたい。地区会合に

も出来るだけ出席して頂きたい。北川会員が出

席表を作られてチェックしておられるので、ぜ

ひとも出席率向上に協力して頂きたいとお願い

して挨拶に変えさせて頂きます。 

 

◇ 会報・広報委員会 ≪委員長 谷田 育子≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 
 １．クラブ会報を通して、前後の例会等の情報を当

クラブホームページに掲載する。記載内容は、

簡明なものにしたいので、発表者は必ず原稿の

提出を御願いします。記念誌については、活動

記録を整理保存する。 

 

 

 

http://gifukita-rc.com 
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 ２．「外から見たロータリー」を意識し、メディアや

「ロータリーの友」の活用等によりロータリー

活動をＰＲし、広く理解を求め会員の自覚と増

強に継がる広報活動を行う。 

３．会報・広報が一つになって始めて運営させて頂

きます。プリントアウトして少しの部数を受付

の方に置いてありますので目を通して下さい。 

皆様にお知らせする大切なニュースがもれてい

たりした時は、御注意下さい。又、大きな行事

の場合は又、例の形で報告させて頂きますので、

よろしくご指導頂きます様よろしく御願いしま

す。 

 

◇ 親睦交流委員会 ≪委員長 松野 秀計≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 
 １．委員会事業を通して会員相互の友情と融和を目

指す。 

 ２．姉妹クラブと相互の親睦を深め、互いに良き影

響を与え合うことを目的とする。 

 ３．会員のその時々の喜びの言葉を例会場で発表し、

共に喜びを分かちあえる様務める。 

 ４．今年度は、親睦委員会、ニコボックス委員会、

姉妹クラブ委員会の３つが一緒になって、親睦

交流委員会となり活動させて頂きます。９月２

３、２４日氷見ロータリークラブの訪問です。

予算を多目に取って参加時の費用を少なくしま

したので、出来るだけ多くの方に参加をして頂

きます様御願いします。夜間例会としましては、

観月例会、クリスマス家族例会、フィナーレ例

会と３つの大きな行事が有ります。今回のフィ

ナーレ例会は２５周年記念との合同で一緒にや

りたいと思っております。頑張ってやって行き

たいと思っておりますので、１年間どうぞよろ

しく御願いします。 

 
◇ プログラム委員会 ≪委員長 山口 八郎≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 
 １．会長の意を活かし各委員会と連絡を密にし充実

したプログラムを作成する。 

 ２．９月１３日早朝例会を予定しています。年間ス

ケジュールとしては大変むずかしい所もありま

すけれど出来るだけ会長の方針を重きに置いて

充実したプログラムを作れたら良いと思います。

外部との正合性の問題もあり何か問題が有った

ら出来るだけ良いプログラムを作りたいと思っ

ております。ありがとうございました。 

 
 
 
 

 
◇ 会員増強委員会 ≪委員長 小椋 功≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 
 １．他の委員会と連携して新入会員（特に若い会員、

女性会員）の増強に努め、退会防止に努力する。 

 ２．昨年は退会者が出ましたので、今年は退会者が

ゼロにする様頑張ってきたいと思います。若い

会員の方が集まる様にという事で努力していき

たいと思います。会員増強については入会にし

ても、退会にしても、このロータリークラブが

魅力の有るクラブでなくてはならないという事

で、皆様の協力を得て、いい雰囲気のクラブを

作って、会員を迎えなおかつ退会を防止すると

いう風に努力していきたいと思っております。

以上よろしく御願いします。 

 
◇ ロータリー情報委員会 ≪委員長 若山 和正≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 
 １．新入会員予定者に対してインフォメーションを

行う。インフォメーションでは奉仕の理想・綱

領など、ロータリーの概要説明、各委員会活動

内容・出席・会費などロータリーの基本及び責

任について説明を行い理解を求める。 

 ２．ロータリーの歴史・綱領・活動に関する情報を

会員に適宜提供し、クラブの資質の向上に努め

る。 

 ３．Ｉ．Ｇ．Ｍを開催し、ロータリー活動について

語り会い会員の相互理解と友情を深める。 

 ４．ロータリー情報委員会というのは大変な役割で

あるわけですが、昨年はＩＧＭと新入会員のイ

ンフォメーションを行ないました。２番目に書

いてある事もなかなか自分自身昨年は出来なか

ったと思っております。特に、ＩＧＭにつきま

しては、永く居られる会員と、新しい会員の方

とのロータリーの歴史の中で、色々な思いを互

いにフランクに話し合える場作りを特に注意し

て、ロータリーを深めて行ければ良いと思って

います。年次大会とか、地区協議会とか色々有

るかロータリーを語り合う機会は少ないのでは

ないかと思いますが、その中ではＩＧＭの役割

は非常に良いと思っています。 

予算も作って有るので、もしという方が居られ

たらＩＧＭの場に出席頂ければ参加して頂きた

いと思います。よろしく御願いします。 
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◇ 青少年育成委員会 ≪委員長 小島 正三≫ 
－ 委員会運営基本方針 － 
 １．青少年育成のため、岐阜北ロータリーバレーボ

ール大会を開催し、新世代を担う青少年達に対

して寄与出来る目的の事情を実施する。 

 ２．前会長の片桐様が非常に感動されたという、バ

レーボール大会の北カップが中心でございまし

て、本年度も皆さんに感動を与えられればと思

っています。以上でございます。 

 
◇ ニコボックス 
 ＊永瀬章君…昨夜幹事会ではありがとうございまし

た。 
＊長野鉄司君・里見雅直君…新役員さん１年間ご苦

労様です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の辞 ≪岡田 忍 副会長≫ 
 

 点  鐘 
 

 

◇ 永瀬幹事 

 事務連絡 

 来週は、定例理事会が例会終了後に有ります。理事

役員の方は、お忘れなく出席下さる様御願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
次回例会のご案内  7 月 26日（水） 

 

・クラブフォーラム（1） 

 

担当 出席委員会 

 

 

 

 

 

 

担当／クラブ会報委員会 谷田 育子 
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