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第 1235 回例会 11 月 28 日（水） 

◎ 卓 話 

担当：岡田(一)会員・山口会員 
 

第 1234 回例会 11 月 21 日（水） 

◎ クラブアッセンブリー（５） 

◎ 地区大会報告 

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」 

 

        ≪≪笠笠井井  親親睦睦交交流流委委員員≫≫ 

・峯木 一夫 様（名古屋瑞穂Ｒ.Ｃ.） 

・畑 良平 様（岐阜西Ｒ.Ｃ.） 
 

≪≪山山口口  八八郎郎  会会長長≫≫ 
2007～2008年度2630地区大会が2007年11月17日

（土）・18日（日）長島温泉・「ホテル花水木」ナガシ

マドームにて開催された。内容としては地区大会要項

を参照して下さい。 

 記念講演として、ノートルダム清心学園理事長渡辺

和子氏によるテーマ「心に愛がなければ」 

（１）真の愛とは・・・何事にもこだわりなく、愛す   

るとき。 

（２）マザーテレサが貧困の人達を救った理由・・・ 

  この世に生まれてから死に至るまで、いかなる 

人といえども、皆平等であり、最後に「ありが

とう」と言ってもらえるための愛を持ちたい為

この講演については最近まれにみる感動があり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

  11月は年度寄付月間であります。お手元にお配り
しました、「特別寄付振込み納入のお願い」の件、

お願いいたします。 

・ポールハリス寄付金･･･11,200円（＄100） 

・米山奨学特別寄付･･･30,000円 

（小島 正三 米山奨学委員長） 

平成19年12月5日までに納入下さい。尚レート

は算出基準により1＄＝112円にて算出です。皆様の

ご協力をお願いいたします。 

 

◇◇  ゴゴルルフフ同同好好会会  ≪≪安安藤藤  武武司司  世世話話人人≫≫  

第5回例会＆忘年会のご案内・・・12月20日（木）

富士カントリー可児クラブにて実施いたします。表

彰式を兼ね忘年会を「石金」さんにて行いますので、

ご参加の程お願いいたします。 

案内文はＢＯＸに入れてあります。 

 

◇◇  ＩＩ..ＧＧ..ＭＭ..のの報報告告    

≪≪谷谷田田  育育子子  国国際際奉奉仕仕委委員員長長≫≫  

＜テーマ＞・国際奉仕についてはどうあるべきか 

・青少年交換、Ｒ財団、米山奨学とは 

世話人（笠井会員）リーダー（谷田会員） 

参加者（小島会員・後藤会員・安藤会員） 

情報委員（川島委員・郷委員・服部委員） 

11月16日（土）に都ホテルにて、（参加者上記8

名）実施いたしました。大きなテーマでありロータ

リーの基本は、国際奉仕であり中に、ジャパン奉仕、

クラブ奉仕であります。 

＜意 見＞ 

１. テーマを１つに絞るのは難しい。 

２. 3つの委員会を管理するだけでよい。しかし

内容は知っていなければならない。 

 ＜チャイルド募金について＞ 

１. 支援目的を検討する必要がある。 

２. 岐阜北Ｒ.Ｃ.として単独支援事業が望ましい。 

（岐阜北Ｒ.Ｃ.の名が残る） 

  ３. 地区国際委員会に、他の委員会がどの様な近

況活動をしているのかを聞くのも必要では。 

 

□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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４．単年度ではなく、｢基金｣として活動できる資金達

成まで継続したらどうか・・・ 

目的、支援先を明確にしなければいけないので

はとの貴重な意見を頂きました。つきましては理

事会に図りたいと思います。 

 

◇◇  幹幹事事報報告告  ≪≪国国井井  省省二二  幹幹事事≫≫  

 東南Ｒ.Ｃ.からの例会会場の変更通知について 

旧・栩挧然 ⇒ 新・ホテルグランヴェール岐山 

（平成20年の第１例会より変更になります） 

 メイキャップの際は間違いのないようにお願いい  

たします。 

 

        ≪≪出出席席委委員員会会≫≫  

本日のホームクラブ   28／31   90.32％ 

◇◇  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  

安藤紳一郎君・原尾勝君・水川渥君 

 

◇◇  ニニココニニココボボッッククスス  ≪≪岡岡田田  親親睦睦交交流流副副委委員員長長≫≫  

＊国井省二君･･･地区大会の参加の皆様ご苦労様でし

た。 
＊小島正三君･･･畑先生ようこそ。 
＊竹村博之君･･･ロータリークラブ入会 26年目にして、

始めてゴルフ同好会で優勝しました。 
＊郷昇君･･･第 1回岐阜北ロータリークラブ囲碁大会、
無事終了しました。 
＊片桐順一郎君･･･嬉しいことがありました。 
＊若山和正君･･･寒さ厳しくなりました、お互い風邪に

気をつけましょう。 
＊谷田育子さん･･･Ｉ.Ｇ.Ｍ.ありがとうございました。 
 

ククララブブアアッッセセンンブブリリーー（（５５））  

◇◇  地地区区大大会会報報告告＜＜会会場場：：ナナガガシシママドドーームム＞＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪≪波波多多野野  会会員員≫≫  

・受付、昼食から開始までの時間が約２時間程あり

大変長かった。 
・この時間を利用して長島温泉の入浴を楽しんでま

いりました。（風邪をひいてしまいました） 
・女性ガバナーより、司葉子さんにどよめきがおこ

りました。 
 
≪≪岡岡田田（（忍忍））会会員員≫≫  

・地区大会はイベント的なところもありますが、他

のロータリアンとのふれあいも出来ました。 
・ガバナーのお話も今ひとつ解らない点もあった。 
・台湾の張Ｒ．Ｉ会長代理の言葉は流暢な日本語で

ありロータリーについての話は良かった。 
 

≪≪安安藤藤（（武武））会会員員≫≫  

・ナガシマドーム会場内のパネル展示で、各クラブ

活動報告展示が印象的であった。当クラブも青少

年（バレーボール大会）委員会の報告展示がある

と良いのではないか。 
・受付、昼食から開会までの時間の無駄があった。 
・全体会議開会の中で各国の国旗入場も国際的であ

り大変に良かったと思います。 

 

≪≪松松野野  会会員員≫≫  

・地区大会は何のための位置づけであるか？ 

・毎年同じ内容等、繰り返し行われるのか？ 

・点鐘から各挨拶、表彰のち休憩の間に50％近くの

方々が退席されている。 

・ホストクラブに対しての動員のようで、今後の大

会は内容的にも、改善されたらどうか？ 

・会場の設営、設定は三重県らしく前回は、津の競

艇場であったり今回はナガシマスパーランドでと

思考されている感じで良かった。岐阜の場合は市

内のホテルにての開催が多く新しさが無い様で、

目線をかえ、県のＰ.Ｒにも役立っている感じがし

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 
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・時間的な配分に無駄があったと思う。 

・空いた時間を利用しランド内を楽しんで来ました。 

 

≪≪山山口口会会長長≫≫  統統括括  

・第2630地区会員数3,607名（女性87名） 
世界比率3.6％をしめている。 
・5月24日ロータリーバンドの開催予定がある。 

・地区記念事業として 

  パネルディスカッションが催された。 

下記4名のパネラーより。 
１）佐藤 剛一さん（桑名西Ｒ.Ｃ.）「平和と教育」 

２）森田 好博さん（桑名Ｒ.Ｃ.）「教育基本法」 

３）吉田 紘さん（松坂山桜Ｒ.Ｃ.）「環境問題」 

４）中村 盟さん（鈴鹿Ｒ.Ｃ.）「青少年育成」 

・表彰関係に時間が多く裂かれた。 

・参加地域からの時間の制約等があるため、2日間

は必要とも思われる。 

・次回開催ホストクラブ（岐阜Ｒ.Ｃ.）・都ホテル関

係者も出席されておりました。今後の地区大会も、

改善・改革も必要であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇  同同好好会会活活動動              
－ 第４回大会 ゴルフ例会成績表 － 

 開催日：平成19年11月15日 

 開催地：大垣カントリー倶楽部 

順 位 氏 名 OUT IN ｸﾞﾛｽ NET 

優 勝 竹村 博之 44 44 88 70 

準優勝 片桐順一郎 52 48 100 77 

３ 位 小森 保敏 52 52 104 78 

・二アピン賞 ④安藤武司/⑬後藤保 

⑮岡田忍 

・ドラコン賞 ⑦山口八郎/⑰永瀬章 

・大波小波賞 安藤武司 

・おしどり賞 竹村博之/永瀬章/小森保敏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  閉閉会会のの辞辞  ≪≪小小椋椋  副副会会長長≫≫  

  

 点点    鐘鐘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

担当／クラブ会報委員会 安藤 武司 

次回例会のご案内 １2 月 5 日（水） 
 

・慶祝行事 

・クラブフォーラム（７） 

 
担当：クラブ奉仕（家族委員会） 
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