
 
 
 
 
 

 
 
 

平成19年7月25日発行               7 月             月間 

 
 

第 1218 回例会 7 月 25 日（水） 

◎ クラブフォーラム（１） 

担当：出席委員会 
 

第 1217 回例会 7 月 18 日（水） 

◎ １００＄ 

◎ クラブアッセンブリ－（２）事業計画 

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」 
 

≪≪山山口口  八八郎郎  会会長長≫≫  

先週末に大型台風が過ぎ去ったと思ったら新潟地方

に大きな地震が発生し、大変であります。岐阜は天災

に恵まれており助かっております。 

会長挨拶を要約しますと次の二点になります。 

（１）本日は先週に続いて、クラブアッセンブリー

（２）として残った１１委員会の本年度の基

本方針を引き続いて行って頂きます。 

（２）ロータリーの友６月号に記載されたものの中

で、３年ごとに開催される２００７年規定審

議会リポートの内容をみてみますと、３５０

以上ある立法案を５日間で処理しなければな

らず、又、英語がベースとなっていることに

よる会議の運営が大変であることを述べてお

りますが、その中で一番感心がある事項とし

て、 

（Ａ）出席条件の穏和であります。 

具体的に示しますと、ロータリー年度の各半

期ごとに例会の５０％に出席するよう、会員

に義務づける件 

（Ｂ）人頭分担金の増額の件 

２００８－２００９年度いこうには年５０ド

ルにしたい。 

旨の話であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ≪≪出出席席委委員員会会≫≫  

本日のホームクラブ   30／32   93.75％ 

◇◇  本本日日ののホホーームムククララブブ欠欠席席者者 22 名名  

岡田忍君・水川渥君 
 
 

◇◇  直直前前幹幹事事報報告告  ≪≪永永瀬瀬  前前幹幹事事≫≫ 

前期の活動報告を７月末日までに各委員長さんに御

願いしておりますが来週の例会までに出して戴けると

助かります。以上宜しくお願い致します。 

 
◇◇  幹幹事事報報告告  ≪≪国国井井  幹幹事事≫≫ 

例会終了後、定例理事会を行います。理事、役員の

方、宜しくお願い致します。 

 

◇◇  ゴゴルルフフ同同好好会会  ≪≪岡岡田田  一一二二三三  会会員員≫≫ 
明日、第一回の例会が御座います。岐阜美濃ゴルフ

クラブで１０時からです。終了後、総会を石金さんに

て１８時から行います。宜しくお願い致します。以上

です。 

 

◇ ニニココニニココボボッッククスス  ≪≪波波多多野野  親親睦睦交交流流委委員員長長≫≫ 

＊河村 訓陸君･･･今年度は職業奉仕委員会です。 

宜しくお願い致します。 

＊小島正三君･･･今期は米山奨学委員会を担当しま

す。宜しく！ 

＊松野秀計君･･･今年は、社会奉仕委員会です。皆様

のご協力を御願い致します。 

 

□会 長 山口 八郎 

□副会長 小椋 功 

□幹 事 国井 省二 

□会報記念誌委員長 原尾 勝 
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 □例 会 毎週水曜日 □題 字 山口 八郎 

□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㈹ 
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ククララブブアアッッセセンンブブリリーー((２２))  

◇◇  会会員員増増強強委委員員会会  ≪≪委委員員長長  相相宮宮    貞貞雄雄≫≫ 

－ 基本方針 － 
   ・会員増強及び退会防止は、クラブ活動の基本です。

常にその重要性を認識し、推進していくように努め

ます。 

 

◇◇  ﾛﾛｰーﾀﾀﾘﾘｰー情情報報委委員員会会  ≪≪委委員員長長  片片桐桐  順順一一郎郎≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・会員候補者にロータリークラブの会員の特典と責

務及び情報を提供する。 

 ・新会員に対するインフォメーションを行ない歴

史・綱領・活動に関する説明と理解を求める。 

 ・Ｉ.Ｇ.Ｍの開催内容の充実と会員相互の連携を計

る。 

 

◇◇  社社会会奉奉仕仕委委員員会会  ≪≪委委員員長長  松松野野  秀秀計計≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・社会奉仕はロータリアンひとりひとりが地域に住

む人々の生活の質を高め、公共のために奉仕する

こと、またロータリークラブにとっても献身に値

することである社会的責務である。 

  

◇◇  青青少少年年育育成成委委員員会会  ≪≪委委員員長長  笠笠井井  琢琢哉哉≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・岐阜北ロータリークラブバレーボール大会を開催

し、次世代の青少年育成を行う。 

 ・岐阜城北高校等に校外講師の派遣を行なう。 

 ・青少年への声かけ運動の実施。 

 

◇◇  環環境境保保全全委委員員会会  ≪≪委委員員長長  森森本本  時時夫夫≫≫ 

－ 基本方針 －  
・地球温暖化防止の為に身近な所で出来る環境保全

に努め会員各自の意識を高め実行に移す様促す。

⇒会員が全員委員となって進めて行く予定。 

 

◇◇  イインンタターーアアククトト委委員員会会  ≪≪委委員員長長  塚塚原原  進進≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・岐阜城北高校Ｉ.Ａ.Ｃの活動を支援すると共に、

奉仕活動と国際交流などを通じて、友愛を育み開

かれた学校作りに寄与する。 

 

◇◇  国国際際奉奉仕仕委委員員会会  ≪≪委委員員長長  谷谷田田  育育子子≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・他クラブとも連絡を取りながら、我々の出来る国

際奉仕活動について考え、誰もが参加しやすい形

で推進していく。又ＷＣＳに関しても同様に検討

する。 

⇒国際奉仕の為の募金活動に協力下さい。 

 

 

◇◇  ﾛﾛｰーﾀﾀﾘﾘｰー財財団団委委員員会会  ≪≪委委員員長長  北北川川  忠忠雄雄≫≫ 

－ 基本方針－  
 ・ロータリー財団の目的とその活動プログラムをよ

く理解し、会員の皆さんに財団への寄付が一層円

滑に協力できるように配慮する。 

⇒現在、国際奨学生 伊原優子氏がイギリスに留

学中。 

 

◇◇  米米山山奨奨学学委委員員会会  ≪≪委委員員長長  小小島島    正正三三≫≫ 

－ 基本方針 － 
・米山奨学金の趣旨及び目的、意義などの理解を会

員に深め、協力を要請する。 

・米山功労者、準功労者及び米山功労法人を勧める。 

・米山功労者クラブについても協力を要請する。 

 ・米山奨学生受入の理解と協力を要請する。 

 

◇◇  青青少少年年交交換換委委員員会会  ≪≪委委員員長長  岡岡田田    一一二二三三≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・学生の現状を調査し、外国へ出て勉強する学生が

国際理解を深められる支援活動をする。 

 

◇◇  ＳＳ..ＡＡ..ＡＡ委委員員会会  ≪≪委委員員長長  長長野野    鉄鉄司司≫≫ 

－ 基本方針 － 
 ・例会場の品位と秩序を維持し、会員やクラブ訪問

者に対し魅力ある例会場の設営に協力する。 

 ・卓話者が卓話の時は、視聴を高め、個人的会話は

慎む事。 

 ・卓話者が資料を持参の折り、当日の欠席者へは、

ＢＯＸ投稿により伝える。 

 ・卓話者が資料を持参して、テーブルの上での資料

は、卓話終了後資料は残さず片付ける。 

以上１１の委員会の基本方針です。 
今期も宜しく御願い致します。      幹事より 

 
 
 

 閉会の辞 ≪小椋 副会長≫ 

 

 点  鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当／クラブ会報委員会 原尾 勝 

次回例会のご案内 ８月１日（水） 

 

・慶祝行事 

・クラブフォーラム（２） 

 

担当：会員増強委員会 

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 
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