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前回の記録

本日の予定

次回の予定

第 1767 回 例会 6 月 29 日（土）
フィナーレ例会
会長・執行部退任挨拶

第 1768 回 例会 7 月 3 日（水）
慶祝行事
新会長挨拶
創立記念日

第 1769 回 例会 7 月 10 日（水）
クラブアッセンブリー（１）
事業計画
ガバナー補佐訪問

担当：会長・幹事
親睦交流委員会

担当：会長・幹事

会長挨拶【小泉 宣昭 会長】

担当：会長・幹事

会長挨拶 続き
遣助成、ペットボトルのキャップの提供により
ポリオ撲滅に協力しています。文化祭への参加
もしています。
私の会社に毎年インターシップで生徒を送り
込んでいただいており、これからも岐阜城北高
校との懸け橋となりますようお付き合いをして
いきたいと思います。

皆さん、こんばんは！３７期、最後のフィナ
ーレ例会です。大変うれしいです。
先日、岐阜城北高校の評議員を２年任期で、
任命されました。安藤武司会員の後任として選
出され、会議に出席して参りました。また、今
回からいじめ対策委員会が新たに立ち上がりま
して、別でこちらも参加をお願いされましたの
で、引き受けさせていただきました。
学校の各クラスの授業を見学させていただき
ました。生徒が、机に向かって勉強している姿
を見て回りまして、最近、学校に縁がなく、と
ても新鮮でした。学校関係者と企業との考え方
は少し違うのかなとそんなことを少し企業の立
場でお話をさせていただきました。
岐阜城北高校と岐阜北ロータリークラブは、
インターアクトクラブの活動支援、韓国への派

第３７期 三役
辻 博幹事、松野秀計副会長、小泉宣昭会長
出席報告
会員数：38 名
出席数：25／38 名
出席率：65.79％
欠席者：13 名（出席免除 5 名 75.76％）

会員表彰・委嘱状

会長退任の挨拶 続き

・第３７期皆出席表彰
近藤祐司会員、安藤武司会員

第３７期 最後の退任の挨拶をさせていただ
きます。辻幹事、松野副会長、各役員の皆さん、
一年間ありがとうございました。辻幹事には特
に運営にあたりご苦労をお掛けしました。私は
その分、気楽に会長職をさせていただきました。
皆様には、至らぬ点が多々あったと思いますが、
何が至らぬ点があったのか？ 私は鈍感なので、
分からないですが、知らないことは幸せなので、
すべて、辻幹事と松野副会長が対応していただ
いたと思いますので、ここで至らぬ点、お詫び
申し上げます。
私の会長としての重点テーマでありました、
「会員拡大と奉仕活動に積極的に参加」でした。
４０周年を迎えるまでに４０名以上となるよう
に会員増強を目標に掲げました。皆様の積極的
な会員増強意識の高まりで、勧誘活動をしてい
ただいたおかげで、今期８名も入会していただ
きました。皆様ありがとうございました。あと、
３名の入会予定者がおられ、とてもうれしく思
っております。入会して、ロータリーとはわら
ないことがまだ多くあると思いますが、仕事の
調整をしていただいて、例会出席してください。
新会員の皆さん、例会出席よろしくお願いしま
す。今年度に退会者が 1 人もみえなかったこと
もよかったと思います。
来期は、アイデアマンである、西垣会長、ベ
テラン岡田忍幹事、川崎副会長にバトンをお渡
ししたいと思います。
この一年間、皆様ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ（敬称略）
・小泉 宣昭：辻幹事、松野副会長、執行部の
皆さん一年間ありがとうござい
ました。親睦委員の皆さん、本
日のフィナーレ例会よろしくお
願いいたします。
・辻 博幹事、永瀬 章、国井省二、岡田忍
岡田一二三、長野 鉄司：
小泉会長ご苦労様でした。また、
本日お世話をしていただく親睦
委員会の皆様ありがとうござい
ます。
・森本 時夫、小森 保敏、原尾 勝：
親睦委員の皆様、本日は誠にあ
りがとうございます。
・波多野光裕：本年度ありがとうございました。
・安藤 武司：祝！皆出席
・榊原 典夫：一年間ありがとうございました。
・谷藤
哲：今日のイベント頑張ります！

幹事退任の挨拶 【辻 博 幹事】

会長退任の挨拶 【小泉 宣昭 会長】

会員の皆様一年間、頼りない幹事を支えてい
ただきまして、ありがとうございました。
振り返りますと、一昨年の１１月ごろから、

幹事退任の挨拶 続き

副会長退任挨拶 続き

役員・委員会人事・・年が明けてからは、年間
プログラムの作成、年次計画書の作成と、わか
らないことだらけ（面倒くさいことだらけ）で
いくつかミスをし、会員の皆様には大変ご迷惑
をかけたこと、改めてお詫び申し上げます。
また、新しい期に入ってからは、例会進行、
理事会の開催・進行とロータリーに入って一番
忙しい一年間でした。ただ、本日最後の日を迎
え、一年間いろいろ勉強させていただけたこと、
このような場を与えていただいたこと、あらた
めて感謝いたします。そして、この一年間に８
名の新入会員を増強できたことは、会長はじめ
増強委員長のお骨折りがあったからですが、そ
の年に幹事を務めさせていただいたことは何よ
り心に残っています。
本日をもって幹事の職を終えます。来週から
は、ゆっくりと食事をとり、喫煙タイムもしっ
かりと取って、楽しいロータリーを過ごしたい
と思います。簡単ではございますが、退任のあ
いさつとさせていただきます。
一年間本当にありがとうございました。

たが、本当に楽しい一年間でありました。本当
にありがとうございました

副会長退任挨拶 【松野 秀計 副会長】

小泉会長、辻幹事をはじめ会員の皆様、一年
間ありがとうございました。
諸先輩の皆様から、
「副会長はひな壇に座って
さえすればいいから、本当に気楽なポジション
だぞ。
」と言われておりました。おおらかで何で
も OK の小泉会長と、前もって細かいところま
で準備万端に整えて例会運営をされる辻幹事の
間に座らせていただき、会員の皆様のほうへ向
かってニコニコしているだけでよい副会長は、
本当に気楽で楽しいポジションでした。ちょく
ちょく休んで、幹事にはご迷惑をおかけしまし

フィナーレ例会 【小泉 宣昭 会長】
本日３回目の挨拶です。本日は、榊原親睦委
員長をはじめ親睦委員の皆さん、準備ありがと
うございます。
ここで、名誉あるガバナー補佐を岐阜北ロー
タリーのために引き受けていただいた、永瀬さ
んに敬意と感謝を申し上げたいと思います。永
瀬さん、ありがとうございます。奥様もよろし
くお願いします。
ある記事で、人は自分の人生を振り返った時
に後悔することは何か？という記事を読みまし
た。後悔することは、私も今までの人生を振り
返ると沢山あるわけですが！
①もっとチャレンジすればよかった！
何であの時にやらなかったのか、やる後悔よ
り、やらない後悔の方が大きそうです。
一歩踏み出す勇気がでなかった。やらなかっ
たことに一番後悔するそうです。
②人の目を気にしてしまった！
誰かに何か言われるのではないか？
私は、恥ずかしがり屋なので、多くの人がい
ると手を挙げて質問ができない。人の目、周
りの目を気にして諦めてしまうタイプです。
③もっと他人に貢献すればよかった！
他人にもっと喜びを作ったり、他人を幸せに
できたのではないか？
岐阜北ロータリークラブでは、他人に奉仕す
るクラブなのでそこは、よいかなと思います。
④他人に優しい言葉を掛ければよかった。妻に、
友人に厳しいことを言ってしまった。
⑤くよくよ悩まなければよかった。
悩む時間があったら、もっと前に進めばよか
った。悩む時間があったら、きれいな景色を
見に行けばよかった。
⑥もっと旅に出ればよかった。
地球には、美しい風景が一杯あり、美味しい
食べ物を食べに行ったり、出会い、感動を求
めてもっと旅に出ればよかった。
⑦もっと一瞬一秒を大切にすればよかった。
毎日、無駄な時間をだらだらと過ごしてしま

フィナーレ例会 【小泉 宣昭 会長】続き

フィナーレ例会 プログラム（敬称略）

った。
⑧自分の直感を信じればよかった。
人に言われてやめてしまった。
⑨もっと家族と過ごせばよかった。
あの稲盛和夫さんが、全従業員皆家族なんだ
と娘たちに何度も言ってしまって、父親とし
て申し訳ないことを言ってしまった。もっと
家族との時間を作ればよかった。
⑩もっと自分の情熱に従うべきであった。
やりたいことがあった。もっと追い求めれば
よかった。

18：30 アトラクション 第１部
・プロフィールのご紹介
担当 榊原典夫
☆Kironova（キロノバ）によるバンド演奏
19：00 乾 杯
直前会長 永瀬 章
＊＊＊都ホテル岐阜長良川 自慢の料理を
ごゆっくりご賞味ください＊＊＊
20：20 ロータリーソング『手に手つないで』
20：30 閉会挨拶
副会長 松野秀計

次回例会のご案内
キーワードは「小さな勇気」ではないか。一
歩踏み出す小さな勇気があれば、後悔しない人
生を送れるのではないかと思います。
永瀬さんの勇気に感謝を申し上げ、次期ガバ
ナー補佐、これからよろしくお願いします。
それでは皆様、本日のフィナーレ、ごゆっく
り料理を楽しんでいってください。

フィナーレ例会 プログラム（敬称略）
日時：令和元年６月２９日（土）
場所：都ホテル岐阜長良川 ２階ボールルーム
☆スケジュール
17：30 受付開始
担当：親睦交流委員
18：00 点鐘
・例会開始
会長挨拶
会長小泉宣昭
委員会同好会報告
幹事報告
ニコボックス発表 担当：近藤祐司
退任挨拶
小泉会長
幹事
副会長
閉会の辞
18：15 懇親会 開始 司会進行
榊原典夫
開会挨拶
親睦委員長 榊原典夫
親睦委員の紹介 親睦交流委員全員
会長挨拶
会長 小泉宣昭

第１７６９回 例会 ７月１０日（水）
クラブアッセンブリー（１）事業計画
ガバナー補佐訪問・定例理事会
担当：会長・幹事

会報・広報 ６月担当 松野 秀計

