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第1195回例会 1月 31日（水） 

◎ 卓話「歯の健康管理について」 

担当：小椋会員・河村会員 

 

第 1194回例会 1月 24日（水） 

◎ 臨時総会（補正予算承認）100万＄ 

担当：会長・幹事 

 

点 鐘 

 ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

       ≪親睦交流委員会≫ 
 ・岐阜中・・・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、臨時総会（補正

予算承認）であります。よろしくお願いします。とこ

ろで、本日は先週に続きまして、わたしのお国自慢の

第２週目として、三重県の出番です。第１位に輝いた

のは伊勢神宮、第２位は松坂牛、第３位は熊野古道、

第４位はＦ１、第５位は真珠であります。 
文句なしの第１位に輝いたのは「伊勢神宮」でした。

伊勢神宮は、日本の自然と暮らしの原点とも言えるま

さに聖地であるがゆえに、よりいっそう三重の人々の

関心を集めています。 
三重には、世界遺産の「熊野古道」や「Ｆ１」、「真

珠」など、世界で注目され、世界に通用するお国自慢

もあります。 
また、「美（うま）し国」の言葉にもあるように、食

べ物のおいしさを自慢にあげるはがきも多く集まった

ということを紹介申し上げ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   26／32   81. 25% 

◇ 本日のホームクラブ  欠席者6名 
片桐順一郎君・国井省二君・小島正三君 

松野秀計君・安藤武司君・三島隆雄君 

 
 

 
ロータリー財団より塚原会員に、マルチプ

ル・ハリス・フェローのピンバッチが贈られ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、ロータリー財団管理委員会に代わ

を込めて Susumu Tsukahara 様にマルチプル・

ハリス・フェロー・ピンをお送り致します。

のこもったご寄付は、世界理解と平和を維持

体のあらゆるプログラムを支えるものであり

りがとうございました。 

 

 

◇ I.G.M 報告 ≪岡田 一二三 会員≫ 

１月１９日（金）都ホテルでＩＧＭが開催

話人：河村会員、情報委員：片桐会員、若山

ーダーが私と小島会員です。青少年育成と、

アクトについては、小島会員から報告が有り

社会奉仕の有り方と、環境保全については、

ら提案させて頂きました。参加者は白木会員

員です。 

１．青少年育成とインターアクトについて

少女バレーボール大会は、岐阜北ロー

ラブ最大の行事であって、このまま続

いと言う意見で一致しました。又、岐

校への協力もこのまま続けてほしい。

２．社会奉仕について 

当クラブの人員減少、予算減等につき

園、美谷学園への援助等、見直しては

期委員長、会員の皆様のご意見交換の

てほしい。献血例会はこのまま続ける
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□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㈹ 

22000066‐‐22000077  
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□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
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率先しよう 2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ R.I.会長 ウィリアム・ボイド氏

３．環境保全について 

このまま続けますが長良川清掃の場所、毎年同

じ場所、同じ時間、ゴミなどほとんどおってな

いのに（場所替え）どんな意味があるのかなど

でした。 

４．その他 

当クラブ人員減少につきパスト会長にも是非

各委員長をぜひ受けてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 幹事報告 

 本巣ロータリークラブの例会場変更の案内 

１．新例会場 

   〒501－0221 瑞穂市只越 1061 番地 

    コミュニティホール サン・プラスパ 

     TEL058-327-4476 

２．変更年月日 ２００７年２月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス  

＊笠井琢哉君･･･結婚祝の花を頂きましてありがと

うございます。又、ゴルフ同好会例会で優勝させ

ていただきました。 

＊長野鉄司君･･･谷田さん、写真をいただいて有難う

ございます。 

 

 

 

臨時総会（補正予算承認） 

 １月１０日（水）理事会に於いて、補正予算案を審

議し、承認されましたので、本例会に於いて、会員各

位の御承諾を頂きたいと思いますので、慎重審議の程

よろしく御願い申し上げます。異議があれば、後程受

け賜ります。 

 

◇ 補正予算案の説明 ≪波多野 光裕 会計≫ 

 主に会員数の変化に伴う変更、及び各委員長様から

の提案による変更、全員同意により提案通り可決。 

 会長より、限られた予算を大切に使いたいので、例

会に欠席される方は、必ず連絡を入れて下さい。との

コメントが有りました。 

 

 

◇ ゴルフ同好会お知らせ  

 ２月４日（水）例会終了後にゴルフ同好会の総会を

開きます。全員出席でよろしく御願いします。 

 

◇ 創立２５周年記念事業の推進に当たって 

≪実行委員長 森本 時夫≫ 

 今年度当初、実行委員長を命ぜられておりますが、

本日迄実行に向けての運びが遅れております事、お詫

び致します。 

 １月度の定例理事会に於いて、実施計画の草案につ

いて承認いただきました。その概要を説明申し上げ、

会員各位の総意の上、総力でもって２５周年を祝いた

いと存じます。 

２５周年記念祝賀例会推進日程

日程 推進事項 備考 

H18.2～ 式典（例会）の全体の草案の概

要を今年度執行部と打ち合わ

せる。 

森本時夫

若山和正

小森保敏

永瀬章 

H18.12

末迄 

年内の草案をまとめる。 

（式典及び記念事業枠予算） 

森本時夫

若山和正

H19.1.10 記念事業及び記念例会の草案

を理事会の承認を得る。 

理事会 

H19.1.24 委員会開催（総会後） 

役割分担の打ち合わせ等 

全体会 

H19.2.14 委員会会議 

委員会開催 

予算調整 

案内状発送（来賓招待者） 

 

H19.3.14 委員会会議 

３月末出席者の集計を終わる 

 

H19.4.11 委員会（全体会）  

H19.5.16

H19.6.9 

 

岐阜北Ｒ．Ｃ２５周年記念例会

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

２５周年記念例会 式次第（案） 

於ボールルーム 

司会進行    

・オープニング ピアノ演奏又はＢＧＭ 

・点鐘 岐阜北Ｒ．Ｃ会長・・・小森保敏 

・国家斉唱 リングリーダー 

・ロータリーソング「奉仕の理想」 

・開会のことば ２５周年祈念事業実行委員長 

・・・森本時夫 

・来賓紹介ならびに会長あいさつ  

岐阜北Ｒ．Ｃ会長・・・小森保敏 

・物故者黙祷 司会者 

・記念事業の報告 記念事業委員会・・・岡川糺 

・記念品贈呈 岐阜北Ｒ．Ｃ会長・・・小森保敏 

・来賓祝辞 岐阜市長（謝辞）・・・堀江茂光 

      第２６３０地区ガバナー・・・篠田靖之 

・会員表彰 岐阜北Ｒ．Ｃ会長・・・小森保敏 

・閉会の言葉 実行委員会副委員長・・・若山和正 

・点鐘 岐阜北Ｒ．Ｃ会長・・・小森保敏 

・記念撮影 

 

祝  宴 

於ボールルーム 

司会進行    

・開会のあいさつ 岐阜北Ｒ．Ｃ会長・・・小森保敏 

・乾杯 第２６３０地区ガバナー 

・祝宴 

・アトラクション 和太鼓 

・ロータリーソング「手に手つないで」 

・閉会のあいさつ 次期北Ｒ．Ｃ会長・・・山口八郎 

 

◇ 家族ゴルフ会のご案内  

≪川島 明雄 世話人≫ 

 家族ゴルフ会を平成１９年２月１８日（日曜日）に

長良川カントリークラブで開催することになりました。

スタート時間は午前９時４０分です。 

 毎月のゴルフ同好会とは違った雰囲気の中で、同好

会の会員、又会員ではない方、又ご家族の皆様も交え

て楽しい会にしたいと思います。 

 

◇ １月分定例理事会報告 

 議 題 

  幹事報告 

   ※ＡＢ分区合同幹事会開催について 

   ※事務局人件費、幹事会費、事務局の費後期分

担金について 

   ※事務局、年末年始休暇について 

   ※２月１１日中山道ＲＣ、月１８日岐阜南ＲＣ

の周年行事参加に当たっての祝儀の確認２人

で３万円に統一 

 

協議事項 

  １．部田会員１２月３１日付けにて退会届 

承認（森本会員理事に就任する） 

  ２．１２月末日にて退会者の記念品４人分８万円

本部費より支出します。 承認 

  ３．補正予算の説明・・・波多野会計より 承認 

  ４、２５周年記念例会の企画説明・・・森本実行

委員長より、予算と委員会構成を承認する。 

 

◇ ゴルフ同好会 

－第６回 岐阜北ＲＣゴルフ同好会成績表－ 
開催日：平成１９年１月１８日（木）  
開催地：富加カントリークラブ 
順 位 氏 名 OUT IN ｸﾞﾛｽ HCP NET

優 勝 笠井琢哉 49 51 100 28.0 72.0

準優勝 安藤紳一郎 54 57 111 36.0 75.0

３ 位 小森保敏 47 54 101 23.0 78.0

・ベスグロ賞 山口八郎 

・ニアピン賞 ②小森保敏／⑥小森保敏／⑦笠井琢哉 

・ドラコン賞 ⑯山口八郎／④笠井琢哉 

・大波小波賞 永瀬章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉会の辞 ≪岡田 忍 副会長≫ 

 

点  鐘  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会のご案内  2 月 7日（水） 

 

・慶祝行事 

・クラブフォーラム（8） 

 

担当 国際奉仕委員会 

担当／クラブ会報委員会 谷田 育子 
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