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新会長挨拶　続き

  

出席報告

会員数：31名

出席数：29/31名

出席率：93.55%

欠席者：2名（出席免除 1 名　96.77%）

慶祝行事

会員誕生日のお祝い
７月　４日　小椋　　功　　会員
７月２３日　長野　鉄司　　会員
７月２８日　前田　吉彦　　会員
婦人誕生日のお祝い      
７月　５日　松野　みゆき　様    
７月２０日　永瀬　慶子　　様    
結婚記念日のお祝い      
該当なし 

    

会長・幹事

    

担当：

第 1500 回 例会　7/20( 土 )

クラブアッセンブリ―（２）
ガバナー公式訪問
岐阜ＲＣとの合同例会

　皆様、こんにちは！本日から岐阜北Ｒ．Ｃ第
３２期の活動がはじまります。第１回の例会と
言う事で大変緊張しております。
　前会長の谷田さんは、女性らしくとても和や
かな雰囲気で例会が始まり、女性らしい話やた
めになる話が沢山ありました。話し方もゆった
りとしてとても解りやすく、だんだん上手に話
をされて行くのが分りました。例会の雰囲気も
とても良くなってきたのが分かります。前々会
長である波多野さんは、北ロータリーの歴史を
良く勉強されており、創立３０周年と言うこと
もあって北ロータリークラブのお話を良くされ
ました。
　私としては、どう言う挨拶をしたらよいのか
大変悩んでおります。
　処がついこの前、ある方から『原尾さん、会
長挨拶は、何か良い話をしようと考えず“これ
から例会を始めます”これだけで良いんだよ！
！』と言うアドバイスを戴きました。本当にこ
れだけで良いという事であれば会長をやっても
良いという人は、必ず増えるはずだよ！と言う
事でした。本当にその通りだと思います。誰か
が前例をつくれば後の方は、やり易くなります
ので時々この手で行こうかな！？と考えていま
す。その時は、御容赦下さい。
　さて、前期１年間は、地区上げて、そしてク
ラブ上げての会員増強活動を行ってまいりまし
た。今年の４月に安藤重広さんに入会して戴き、
本日から林　隆行さんに新ロータリアンになっ
て戴きました。お二人ともとても若い方ですの

新会長挨拶　【原尾　勝　会長】

で将来が本当に楽しみです。　　　　　　　
　そして後、お二人の新会員を予定しておりま
す。皆様のおかげでやっと会員増強も軌道に乗
り始め、良い方向に進んでまいりました。御礼
申し上げます。
　今期の方針等につきましては、昼食の後、
“会長就任挨拶”で話をさせて戴きますのでこ
れにて会長挨拶といたします。
有りがとう御座いました。

来訪者：大垣ＲＣ　沼口　諭　様　

担当：

第 1499 回 例会　7/10( 水 )

クラブアッセンブリ―（１）
事業計画
１００万＄

会長・幹事担当：

第 1498 回 例会　7/3( 水 )

慶祝行事
新会長挨拶
創立記念日

会長・幹事
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会員表彰・委嘱状

新会員　入会          

・新入会員　林　隆行　 

          

前役員記念品贈呈

・前期会長　谷田　育子

・前期副会長　岡田　一二三

  

    

 

ニコニコBOX（敬称略）　

原尾　勝　　：本日より、第３２期がはじまり
　　　　　　　ます。皆様、宜しくお願いしま
　　　　　　　す。      
河村　訓睦　：原尾会長のもとに、この１年間
　　　　　　　楽しく元気に過ごせることを願
　　　　　　　っています。     
安藤　武司　：本日より、１年間幹事を務めさ
　　　　　　　せて頂きます。宜しくお願い申
　　　　　　　しあげます。     
白木　昭三・竹村　博之      
 　　　：新役員の方々、２年間ご苦労様
　　　　　　　です。宜しくお願いします。   
山口　八郎　：今季はＳＡＡでお世話になりま
　　　　　　　す。よろしくお願いします。   
谷田　育子　：副ＳＡＡち親睦委員をさせて頂
　　　　　　　きます。宜しくお願いします。   
岡田　一二三：親睦交流委員会　宜しくお願い
　　　　　　　します。      
永瀬　　章　：新執行部の皆様１年間宜しくお
　　　　　　　願いします。家内の誕生日を祝
　　　　　　　って頂きありがとうございます。  
安藤　重広　：昨日はありがとうございました。  
刈谷　二郎・片桐　順一郎・久世　亘・
森本　時夫・若山　和正・小島　正三・
小椋　功・長野　鉄司・岡田　忍・
国井　省二・波多野　光裕・小泉　宣昭・
辻　博・前田　吉彦・早川　悟史　    
　　　　　　：今年度も、１年間宜しくお願い
　　　　　　　します。    

・前期幹事　原尾　勝
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幹事報告事項

定例理事会は開催日を次回７月１０日に変更し
ます。宜しくお願いします。        
年次報告書の別冊をボックスに入れます。          

  

   

   

例会行事

        

創立記念日　          
　乾杯　　　　　　　パスト会長　谷田　育子          
          

新会長挨拶　続き

か円高是正と言いますか、１ＵＳＤ＝１００円
を超えました。それと同時に株価も日経平均１
５，０００円を超えました。処がその後、先行
き不透明なのか株価の乱高下が続き、本日は、
１ＵＳＤ＝１００円、日経平均は、１４，００
０円代まで回復致しました。輸出企業にとって
は、追い風ですが原材料を輸入している企業に
とっては、深刻な課題であります。我々が心配
しているのは、たいして景気が良くならない内
に消費税だけを８％、１０％に上げる？！とい
う事があれば本当に大変な事になります。政府
が何らかの手をうたないと経済活動が大打撃を
うけるのではないでしょうか！？
　この様な状況の中、２０１３～２０１４年度
のＲＩ会長であるロンＤ．バートン氏は、ロー
タリーのテーマを
ＥＮＧＡＧＥ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＨＡＮＧＥ　
ＬＩＶＥＳ
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」　
と決定されました。ロータリーの実践とは、ロ
ータリーの中核的価値観である奉仕活動、親睦、
多様性、高潔性、リーダーシップを地域社会に
広めようと努力する事です。真のロータリアン
として地域社会の問題を自分自身の問題として
受け止め、それに基づいて行動し、イニシアチ
ブを発揮し、最善の努力をし、正しい道を歩む
事だとおっしゃっています。
　また、２６３０地区　加賀　修ガバナーは、
地区活動方針を「脚下照顧」とされました。 
”真理を外にではなく、自己自身の内に求めよ。
ロータリーの原点を見つめよう”であります。
自分の足元を見つめよう！つまり、自己反省を
せよと言う事ですがロータリーで言えは、原点
を見つめようと言う事です。
　ロータリアンとしての「職業奉仕」と「文明
・文化の伝承」即ち、ロータリーがなにをして
いるのか、その指名が何なのか、地区が何をし
ているのか、クラブが何をしているのか、クラ
ブの長所を見つけ、強化する。会員の質を高め、
会員が積極的に活動し、全員参加出来るプログ
ラムを考える。　ロータリーとは、基本的には、
一つの人生哲学である。利己と自他の矛盾する
葛藤の調和を学ぶこと。この人生哲学には、二
つのモットーに象徴される。
　１．「超我の奉仕」　　　　
　２．「最もよく奉仕する者が最も多く報いら
　　　れる」
ロータリークラブとは、奉仕の哲学を受け入れ
次の事を実行する人の集まりである。奉仕の理
論が「職業と日常生活の成功と幸せの基」であ
ることを、

     

   

新会長挨拶　【原尾　勝　会長】

         
　本日は、岐阜北Ｒ．Ｃの第３２期会長として
の第１回目の例会であり、会長就任挨拶と言う
事で大変緊張しております。
　岐阜北ロータリークラブ第３２期の会長とし
て、この大役を無事まっとう出来るか本当に不
安ではありますが精一杯頑張って行く所存です。
とは言ってもクラブ会員、皆様の御支援、御協
力を戴かなければ何も出来ません。皆様からの
心からの御支援を賜わります様、お願い申し上
げます。
　２０１３年は、『デフレ脱却、強い日本を取
り戻す』と訴えた安倍総裁が衆議院選挙で圧勝
致しました。黒田日銀総裁の桁外れの金融緩和
政策により、半年もしない内に円安と言います
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新会長挨拶　続き

　１．団体で学ぶ　　　　　　　　
　２．団体で示す　　
　３．個人として実践する　　　　
　４．社会に普及する
ロータリーの目的は、ロータリアンは、如何に
あるべきかと言う事でロータリーは、綱領の実
践組織であり、ロータリーを語る出発点は、そ
の目的を記した綱領である。この綱領とは、何
事をなす時も奉仕の理想を実践しようと言う事
で、
　１．奉仕の機会を得る為に仲間を増やし知り
　　　合いを広めてその交流を深めよう。
　２．自分の職業の道徳的水準を高めよう。お
　　　よそ有益な職業に不必要な物はなく、そ
　　　れぞれが尊重されるべきである。先ず自
　　　己の職業を品位あるものとしよう。そし
　　　て各々の職業を通じて社会に貢献しよう。
　３．私たちは、個人生活、職業生活、社会生
　　　活において奉仕の理想を終生片時も忘れ
　　　ず行動しよう。
　４．奉仕に理想の精神に結ばれた事業と専門
　　　職に携わる世界中の仲間の親睦によって
　　　国際間の理解と親善と平和を推進しよう。
良きロータリアンであり続ける為には、元ＲＩ
理事の渡辺好正氏が言われる、
　１．よい「ビジョン」を持つ。
　２．よい「友」を持つ。
　３．よい「ことば」を使う。
　４．それらを続ける。　　　　　　　　　　　　　　　
　５．よい「マナー」を心がける。
マナーとはただ単に行儀作法のことを言うので
はなく「仁に徹し、儀を貫き、礼を尽くす」と
いいますがこの礼とは、生きることすべての規
範を意味しています。ここで言うマナーは、元
ＲＩ理事千玄室氏が言われる礼です。ロータリ
アンとして誇るべきステイタスに関するすべて
の言行を律する規範の意味を込めています。
　この様なロータリーの原点を見つめ、行動を
おこす、実践すると言うことは、たいへんな事
ですがこれこそが奉仕の理想につながり、戦争
のない世界平和をつくる術であると考えます。

　当クラブは、創立３２年目を迎えます。２０
年程前の最期には、６９名を有しておりました。
現在は、新会員を入れて３１名であります。ク
ラブ経営を試算しますと会員数が４０名になる
と安定経営ができます。当分は、この数を目指
し、会員増強を行います。地区目標は、純増１
名ですが当クラブは、純増２名を目標とします。
会員増強には、新会員の勧誘、現会員の維持と
いう要素があります。苦労して増やしてもクラ

  

        

新会長挨拶　続き

ブが楽しくないと言う事で辞めて行けば意味が
ありません。ロータリーの原点は、“ 例会 ”
ですので為になる例会、毎週出るのが楽しみな
例会になることを目指します。まずは、夜間例
会を（プログラムの都合で沢山は無理ですが）
２回増やします。楽しい話を聞いたり、ゆっく
りと食事をしながらの歓談の（親睦の和を広め
る）場をつくりたいと考えています。
　まずは、クラブ員皆様の御支援、御協力がな
ければなりたちませんので何卒御指導、御鞭撻
を賜ります様、心よりお願い申し上げます。

     

   

新副会長挨拶　【河村　訓睦　副会長】

        
　この一年間、副会長を務めさせていただきま
す。宜しくお願いします。

新幹事挨拶　 【安藤　武司　幹事】

        
　第３２期の幹事を拝命賜りました。
諸先輩方のご活躍ぶりを目のあたりにしまして、
幹事の役割等を考えますと、とても自分には無
理じゃないかと、自問自答して参りましたが　
当クラブの現状を推察し、お請けせざるのかな
～・・・
　私も平成１７年７月に入会させて頂き、丸
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新幹事挨拶　続き

８年が過ぎ９年目に入りました。今まで、出来
る限りの例会はもちろん、幾多の行事に参加し
てまいりましたが８年間で、ホーム例会２回の
欠席（メーキャップにて１００％出席）が自己
満足でしたが、病気には勝てませんでした。
　加賀ガバナーのテーマであります「脚下照顧」
を実践し、自分のテーマであります「自他共楽」
（字の如く、自分も他人も共に楽しく）を心に
置き、よりよい１年間を楽しみたいと思います。
今までは人任せで、皆様に頼り切ってましたが、
今後１年間は幹事として岐阜北ロータリーの名
に恥じない様、役に立つ幹事を目指して「気配
り、目配り、心配り」そして献血例会の「チラ
シ配り」で頑張る所存ですので、会員皆様方の
御知恵と、ご指導、ご協力を賜ります様、お願
い申し上げます。

  

        

     

   

    

  

会報・広報 ７月担当　前田　吉彦

         

次回例会のご案内

第１５００回　例会 ７月２０日（土）
クラブアッセンブリ―（２）
ガバナー公式訪問・岐阜ＲＣとの合同例会

担当者：会長・幹事


