
 
 
 
 
 

 
 
 

平成19年9月5日発行            ８月 会員増強及び拡大 月間 

 
 

第 1223 回例会 9 月 5 日（水） 

◎ 慶祝行事 

◎ クラブフォーラム（３） 

担当：青少年育成委員会 
 

第 1222 回例会 8 月 29 日（水） 

◎  クラブアッセンブリー（４） 

◎ Ｉ・Ａ年次大会報告合同例会 

   担当：インターアクト委員会 

 

 点 鐘 
 ロータリーソング「手に手つないで」 

 

≪≪笠笠井井  親親睦睦交交流流委委員員≫≫ 

・川島 和男 君（岐阜東南ロータリークラブ） 

 

 

・寺崎 孝 様（岐阜城北高校Ｉ・Ａ部顧問教諭） 

・小川  総志 君（部長）・矢島  健斗 君（副部長） 

 

≪山口 八郎 会長≫ 

(1)８月１８日の岐阜Ａ分区ガバナー公式訪問合同

例会・Ｉ．Ｍ．には多数のご参加いただきあり

がとうございました。 

(2)本日はクラブアッセンブリーとしてＩ・Ａ年次大

会合同例会です。 

(3)８月２７日に安倍内閣改造が行われました、参議

院選挙後の内閣支持率も改造により２６％～ 

３３％に上昇しましたが不支持率５３％ 

（前回６０％）であります。 

①テロ特措法延長・・・賛成３５％ 反対５３％ 

②地方軽視路線転換のため起用 

・・・増田総務相（前岩手県知事）４１％   

③年金問題に取り組む・・・舛添厚労相 ７３％ 

上記３点が感じ取れるところです。 

(4)平成１９年９月２日（日）第１７回「岐阜北ＲＣ

カップ２００７バレーボール大会」が岐阜メモ

リアルセンターにて開催されます、会員各位の

案内と応援をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ≪≪出出席席委委員員会会≫≫  

本日のホームクラブ   31／34   91.18％ 

◇◇  本本日日ののホホーームムククララブブ欠欠席席者者 33 名名  

・小森保敏君・松野秀計君・神谷良子さん 
 
 
◇◇  国国際際奉奉仕仕委委員員会会  ≪≪谷谷田田    育育子子  委委員員長長≫≫  

 先般ご案内いたしました、「チャイルド募金箱」が完

成いたしました。それぞれの会社等に設置いただき、

心ある方々より、多少にかかわらず募金の方お願いい

たします。今回が始めての試みで、目標額等の目安は

ございません。設置期間は来年３月までといたします。 

回収後の利用方法などは未定です、皆様方からのご

意見、総意をもって決めていきたいと思います。 

ご協力の程お願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□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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― 

ロータリーは分かちあいの心 R.I.会長 ｳｨﾙﾌﾘｯﾄﾞ J. ｳｨﾙｷﾝｿﾝ氏 



◇◇  ＲＲ．．情情報報委委員員会会  ≪≪片片桐桐  順順一一郎郎  委委員員長長≫≫  

 ９月１４日（金）Ｉ．Ｇ．Ｍ．を開催いたします。 

波多野リーダー、河村世話人、久世会員、小森会員、 

水川会員、安藤（紳）会員 

情報会員・・・郷会員、片桐会員 

＜テーマ＞  

①「親睦、姉妹クラブ出席について」 

②「職業奉仕に向かい合ってするべき事は」 

出欠席の連絡は世話人までお願いします。 
 
◇青少年育成委員会 ≪笠井 琢哉 委員長≫ 

会長挨拶の中にもあります様に９月２日（日）「岐阜

北ＲＣカップ２００７バレーボール大会」が開催され

ます。 

当、岐阜北ＲＣ青少年育成委員会は岐阜Ａ分区のモ

デル委員会として注目を頂いております。８時３０分

集合８時４５開会です、会員方々は時間を作ってご出

席下さいます様お願いいたします。 

 

◇ プログラム委員会 ≪岡田 忍 副委員長≫ 

 ９月１２日（木）早朝例会です出欠席の報告をお願

いします。（本日ご帰宅までにご返事を） 

会場：長良川カントリー倶楽部／ＡＭ７時より 

追記 例会後、３組ほどゴルフ場が予約してあります、

ご希望方はお申込み方お願いします。 

 

◇ 社会奉仕委員会 ≪小椋 功 副会長≫ 

 先週、会長と共に５名で若松学園「伊自良キャンプ

場」にすいか・ジュース等を持参し、訪問して参りま

した。園長さんよりお礼の手紙が届いています事を報

告いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐‐  若若山山会会員員  ‐‐ 

 私事で恐縮しておりますが、先般の８月４日に父の

葬儀には多数のご列席を賜り、御礼申し上げます。又、

親睦交流委員の皆様には大変お世話になり、ありがと

うございました。父もあと５ヶ月で１００壽を迎える

ところでした。ゴルフが好きで「明治会」を作ってい

ました、おそらく天国では新しい会を作りプレーを楽

しんでいるのでは・・・ 

本当にありがとうございました。 

◇ 幹幹事事報報告告  ≪≪国国井井  幹幹事事≫≫ 

２００７年１１月１７日（土）・１８日（日）三重県

桑名市に於いて「地区大会」が行われます。名簿記載

中のマークのある方は、ガバナー出席要請者です。 

本日中に出欠席を回覧用紙記入のうえ、提出下さい。

多くの方の参加をお願いいたします。 

 

◇◇  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≫≫ 

＊塚原進君・・・岐阜城北高校の皆さんをお迎えし

て！本日は同高校インターアクト部との合同例会

です、宜しくお願いします。 

＊河村訓陸君･･･岐阜城北高校の皆さんをお迎えし

て！ 

 ＊小島正三君･･･川島先生ようこそ！ 

 ＊若山和正君･･･父の葬儀には大変お世話になり、あ

りがとうございました。 

 ＊谷田育子さん･･･チャイルド募金箱に協力をよろ

しくお願いします。 

 ＊安藤武司君･･･若松学園の伊自良キャンプ・おつか

れ様でした！ 

 ＊森本時夫君･･･あついです！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◇◇ＩＩ・・ＡＡ年年次次大大会会報報告告合合同同例例会会  

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

＜岐阜城北高校Ｉ・Ａ部合同例会＞ 

 本日はＩ・Ａ部顧問の寺崎教諭、小川部長、矢島副

部長君においでいただいております。８月１１日・１

２日 第３０回Ｉ・Ａ年次大会（ホストクラブ：富加

高校／スポンサークラブ：岐阜東ＲＣ／岐阜未来会館

にて）行われました報告をしていただきます。（当クラ

ブから会長はじめ４名の参加） 

・小川総志君（岐阜城北高校Ｉ・Ａ部部長）報告・・・ 

 僕は今年のインターアクト年次大会を通して、改め

て同じ様な志を持った人達がいることを確認出来て、

嬉しく思いました。僕達はまだ学校の清掃活動や長良

川清掃に参加したり募金活動に参加したりと、ほんの

小さな参加しか出来ていませんが、今回の年次大会で

学んだ事を生かしながら僕達から参加したいと思われ

る様なボランティア活動を行いたいと思います。 
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・矢島健斗君（岐阜城北高校Ｉ・Ａ部副部長）報告・・・ 

 自分は今年度のインターアクト年次大会に参加して

他校のインターアクトに関する人との「ふれあい」が

出来ました。他校の素晴らしい活動に感心しました。 

話を聞いて、自分にもまだ出来る事があるのではない

かと思い、今後はその様な姿に近づけるよう努力して

いこうと思います。 

この年次大会を期に国際化の素晴らしさを知り、体感

することが出来ました。来年の自分はさらなる高みに

つければ良いと思いました。 

 

・寺沢 孝教諭（岐阜城北高校Ｉ・Ａ顧問）まとめ・・・ 

 １日目の内容から・・韓国代表の挨拶、伝統芸能の

演舞から国際化（肌身で感じる大切さ）日本側の留学

生の報告があり、身近に感じました。残念ながら本校

ではまだ活発な活動が見られない。同世代の生徒たち

が国際的に動いている様は刺激になったのではないか。 

 宿舎内での生徒の動きを見ていて、自主的に他校生

とのふれあい（生徒間の交流）が同じ空間にて活動し

合う事など、多様性のある奥深い活動であると勉強に

なりました。 

２日目・・・講演会の中で「毛利さん」の思いが伝わ

ってくる報告があり、また同志社大学生の報告からイ

ンターアクトは身近な身の回りから入れるんだなあ・・ 

教壇に立ち、校内の中にこの様な「活動の芽」になる

ような「種」を撒かなければならないと痛切に思いま

した。 

 現代社会の科目の中で教える「必修科目」阪神淡路

震災後のボランティアの概念があります。この様な活

動の意識をもち教壇に立たなければならないと思いま

した。今後も現場では実践的な指導が必要であるとの

認識いたしました。この様な場を設けていただきまし

てありがとうございました。 

本日の合同例会を終わらせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 閉会の辞 ≪小椋 功 副会長≫ 

 

 点  鐘 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

担当／クラブ会報委員会 安藤 武司 

次回例会のご案内 ９月 12 日（水） 
 

・早朝例会（例会変更） 
 
担当：プログラム委員会 

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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