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前回の記録

本日の予定

次回の予定

第 1846 回 例会 6 月 25 日（土）
40 周年記念事業

第 1847 回 例会 7 月 6 日（水）
慶祝行事
新会長挨拶
創立記念日

第 1848 回 例会 7 月 13 日（水）
クラブアッセンブリー（１）
事業計画
AG 訪問

担当：実行委員会・会長・幹事

担当：会長・幹事

担当：会長・幹事

会長挨拶【辻

博 会長】

本日はお忙しいところ、岐阜北ロータリークラ
ブ創立４０周年にあたり、国際ローター第２６３
０地区、２０２１年～２０２２年度ガバナー 浦
田幸一様、同じくガバナーエレクト 高橋伸治様
をはじめ、地区役員の皆様、岐阜ＡＢグループガ
バナー補佐、会長・幹事の皆様、そして、姉妹ク
ラブである氷見ロータリークラブの皆様方のご
列席を賜り、このように４０周年の記念式典を開
催できますことは、当クラブ会員一同にとりまし
て、誠に光栄なことであり、心より感謝申し上げ
ます。
この度の記念式典開催にあたって 一番苦慮
したことは、コロナ感染の終息が見えない中での
スタートとなりましたので、いつ開催するのかが
一番の問題でした。会長就任が決まった当初は、
３月ごろを予定しておりましたが、年間のプログ
ラムを作成する時期に、無難なところで５月開催
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ということで決定しました。ところが、その日
が、他クラブの周年行事と重なったことと、ゴ
ールデンウィーク、連休明けの感染拡大を考慮
して、最終今日の６月２５日、フィナーレ例会
と同時開催という運びになりました。
結果的には、こうして無事開催できることが
できたので、正しい判断であったと思っており
ます。
さて、当クラブの歴史を紐解きますと、昭和
５７年（１９８２年）６月３０日に岐阜長良川
ロータリークラブをスポンサークラブとして、
２８名のチャーターメンバーで設立されまし
た。昭和、平成、令和と４０年にわたる岐阜北
ロータリークラブの歴史の中では、多事多難な
時期もあったと思いますが、強いロータリー精
神のもと無事に乗り切り、４０周年の記念すべ
き節目を迎えることができましたことは、ひと
えにお力添えをいただいた方々のご支援と、チ
ャーターメンバーの方々や歴代の会長、会員の
皆様方の、たゆまない努力の賜物だと深く感謝
申し上げます。
当クラブの４０年の歩みを振り返りますと、
ロータリーの精神のもと、青少年の国際奉仕・
交流の懸け橋となる奨学生、及び、海外からの
交換学生の受け入れ支援などを行ってまいりま
した。また、青少年育成事業の一環である、
「岐
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ご来賓 続き

阜北ロータリークラブ・バレーボールカップ」
は、昨年、記念すべき第３０回を数えました。
また、社会奉仕活動では、地域の各種団体と
の清掃活動はもとより、児童養護施設「若松学
園」への支援活動などを長年にわたり、行って
まいりました。これらの事業は、決して華々し
く大きな事業ではありませんが、地域の向上に
つながるものと考え活動してまいりました。
創立４０周年を迎えた岐阜北ロータリークラ
ブは、奉仕と親睦を基本理念に、更なる飛躍発
展に邁進してまいりますので、皆様方の相変わ
らぬご支援・ご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
最後になりましたが、ご臨席を賜りました皆
様方の今後ますますのご健勝とご活躍を祈念申
し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。

岐阜東 RC 幹事 神谷正史様
岐阜東南 RC 会長エレクト 村上成樹様
岐阜東南 RC 幹事 武藤大次郎様
岐阜加納 RC 会長 豊田真弘様
岐阜加納 RC 幹事 遠山升貴様
岐阜エトス RC 会長 臼井伽織様
岐阜エトス RC 幹事 廣田健二様
岐阜城 RC 会長 正村一人様
岐阜城 RC 幹事 江口広康様
氷見 RC 会長 竹岸秀晃様
氷見 RC 会長エレクト 山本貴史様
氷見 RC 副会長 吉野栄信様

出席報告
会員数：40 名
出席数：37／40 名
出席率：92.50％
欠席者：3 名（出席免除 2 名 97.37％）
ご来賓
RI２６３０地区 2021-2022 年度
ガバナー 浦田幸一様（伊勢中央 RC）
地区幹事 阿形幸信様（伊勢中央 RC）
ガバナーエレクト 高橋伸治様（岐阜 RC）
岐阜 A グループガバナー補佐
森 益男様（岐阜中 RC）
岐阜 B グループガバナー補佐
豊田雅孝様（岐阜東 RC）
岐阜 RC 会長 石井亮一様
岐阜 RC 幹事 山田秀夫様
岐阜西 RC 会長 古田 聡様
岐阜西 RC 幹事 尾関恵一様
岐阜長良川 RC 副会長 杉山順一様
岐阜長良川 RC 幹事 野々村武志様
岐阜中 RC 会長 故金正司様
岐阜中 RC 幹事 安藤篤史様
岐阜南 RC 会長 玉木吉郎様
岐阜南 RC 幹事 五藤龍彦様
岐阜東 RC 会長 安田達雄様

ニコニコ BOX（敬称略）
氷見 RC 会長 竹岸秀晃様：
おめでとうございます。
辻 博、榊原典夫、岡田一二三、河村訓陸、
山口八郎、
：４０周年よろしくお願いします。
永瀬 章、国井省二、長野鉄司、片桐順一郎、
岡田 忍、小泉宣昭、前田吉彦、川崎賢二、
林 隆行、井戸憲一郎、前田裕弘、近藤祐司、
湖山浩行：４０周年おめでとうございます。
波多野光裕：１年間ありがとうございました。
原尾 勝 ：浦田ガバナーはじめ、来賓の皆様、
本日はありがとうございます。
実行委員の皆様、ご苦労様です。
三木 淳、古野登喜夫：
４０周年おめでとうございます。
これからもよろしくお願いします。
例会行事【創立４０周年記念例会・式典】
司会者：三木会員、田代会員
会長挨拶 辻 博 会長
実行委員長挨拶 松野秀計実行委員長
物故者への黙祷
来賓紹介 辻 博 会長
記念事業の報告 岡田一二三幹事
目録贈呈
岐阜市長祝辞 柴橋 正直 岐阜市長
ガバナー祝辞 浦田 幸一 ガバナー
会員表彰 竹村会員、森本会員。辻博会長より表彰
閉会の言葉 榊原 典夫 副会長

例会行事【創立４０周年記念祝賀会】

４０周年記念例会 写真 続き

司会者：井戸会員、大島会員
記念演奏 波多野有紀様（ヴァイオリン）
、
黒田るり様（チェロ）
、都築れな様（ピアノ）
祝宴開会の挨拶 前田吉彦パスト会長
乾杯 高橋ガナバーエレクト
祝電披露
記念映像
祝辞 氷見 RC 会長竹岸秀晃様
ロータリーソング「手に手つないで」
閉会の挨拶 川崎賢二次期会長

記念事業報告 岡田一二三幹事

例会行事 ４０周年記念例会 写真

記念例会・式典司会 三木会員、田代会員
受付

ガバナー祝辞 浦田幸一様
国歌斉唱

会員表彰 竹村博之会員
実行委員会 松野秀計委員長 挨拶

４０周年記念例会 写真 続き

４０周年記念例会 写真 続き

日比野さんへ花束贈呈

祝宴開会挨拶 前田吉彦パスト会長

閉会の言葉 榊原典夫副会長

乾杯 高橋ガバナーエレクト

祝祝宴司会者 井戸会員 大島会員

記念演奏

祝宴の様子

４０周年記念例会 写真 続き

４０周年記念例会 写真 続き

祝宴の様子
ロータリーソング「手に手つないで」

閉会挨拶 川崎賢二次期会長

記念集合写真

次回例会のご案内

祝辞 氷見 RC 会長 竹岸秀晃様

第 １８４８ 回 例会 ７月１３日（水）
クラブアッセンブリー（１）
事業計画
ＡＧ訪問
担当：会長・幹事
会報・広報 ６月担当 渡辺俊介

