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前回の記録

本日の予定

次回の予定

第 1851 回 例会 8 月 3 日（水）
慶祝行事
クラブフォーラム（２）

第 1852 回 例会 8 月 10 日（水）
クラブアッセンブリー（３）
インターアクトクラブ年次大会
報告

第 1853 回 例会 8 月 24 日（水）
定時総会（前年度決算報告）

担当：会員増強委員会

担当：インターアクト委員会

担当：会長・前会計

会長挨拶【川崎 賢二 会長】

会長挨拶 続き

皆さん、こんにちは。
本日は８月第１例会です。慶祝行事等、親睦交
流委員会の皆様、よろしくお願いします。
また、今月は、会員増強・新クラブ結成推進月
間となっております。
私は、本日も含めてこの一週間で、３回も君が
代を拝聴する機会がありました。週末を中心に連
続してロータリークラブの公式行事が開催され
ましたので、出席してきました。本日の会長挨拶
では、皆様にそのご報告をいたします。
まず、７月２８日木曜日に、岐阜Ａグループ第
１回幹事会が開催されました。この幹事会は毎月
開催されているのですが、各クラブの会長に関し
ては年に３回しか出席する機会がありません。そ

の意味では、Ａグループの幹事会の雰囲気を感
じることができ、いい機会でありました。この
１年間、波多野幹事及び近藤副幹事には毎月出
席していただくことになりますが、どうかよろ
しくお願いします。
続きまして、７月３０日土曜日には、岐阜Ａ
グループＩ.Ｍ.（インターシティミーティング）
とガバナー公式訪問合同例会が開催されまし
た。私は波多野幹事及び湖山会員とともに、岐
阜グランドホテルにて現地参加をしました。ク
ラブ会員の皆様は、オンライン配信にて視聴を
してくださったことと存じます。会員の皆様、
お疲れさまでした。
合同例会終了後に当地区の高橋ガバナーと会
長・幹事懇談会も開催されました。この場は、
Ａグループ所属の各クラブの現状を知ることが
できる、いい機会となりました。とりわけ興味
深かったことは、会員数の減少及び会員増強に
ついてです。どのクラブにおきましても、喫緊
の課題でありました。この件につきましては、
例会後半のクラブフォーラムにて榊原会員増強
委員長からもプレゼンがありますが、我がクラ
ブにつきましても、会員増強は今期の最重要課
題として位置づけしておりますので、榊原委員
長におかれましては、かかる点を意識しながら、
本日のクラブフォーラムを運営してくださるよ

会長挨拶 続き

慶祝行事

う、よろしくお願い申し上げします。
なお、Ｉ.Ｍ.においては、ロータリー平和セン
ターの山崎敬生（やまざきゆきお）氏による『世
界の平和に貢献するロータリー平和センター』
という演題の大変興味深いご講演を拝聴するこ
とができました。これにつきましては、次回例
会での会長挨拶にて改めてご報告したいと存じ
ます。
最後は７月３１日の日曜日、大垣フォーラム
ホテルにて３年ぶりに、インターアクト年次大
会が開催されました。新型コロナウィルス感染
症の新規感染者数の急増により大会開催の可否
が心配されましたが、最終的には高校生の夏休
みのいい思い出となるということで、通常の開
催形式で行われました。当日は、波多野幹事、
中野インターアクト委員長、小泉インターアク
ト副委員長と一緒に参加をし、岐阜城北高校イ
ンターアクト部の活動報告を中心に、各高校で
の社会貢献活動の取り組みの発表を拝聴しまし
た。当日の岐阜城北高校の報告につきましては、
次回例会のインターアクト委員会によるクラブ
アッセンブリーにて、岐阜城北高校インターア
クト部の浅見先生及び松田部長並びに稲川さん
からもご報告がありますので、お楽しみにして
ください。
以上、この一週間に様々な行事に参加しまし
たが、私にとりましては、大変貴重な経験をさ
せていただいた一週間でありましたことを、ご
報告させていただきました。
昨日は、岐阜県内で新型コロナウィルス感染
症の新規感染者数が約４,４００人と過去最高の
人数となりました。また、本日の岐阜市の予想
最高気温は、３８℃となっております。８月に
入り、暑さもいよいよ本番となりました。会員
の皆様のご健康を祈念申し上げ、本日の会長挨
拶とさせていただきます。
本日もどうかお願いします。ご清聴ありがと
うございました。

１ 会員誕生日のお祝い
８月１４日 川崎 賢二 会員
８月２２日 渡辺 俊介 会員
８月２４日 国井 省二 会員

出席報告
会員数：38 名
出席数：31／38 名
出席率：81.57％
欠席者：7 名（出席免除 4 名）

２ ご夫人誕生日のお祝い
８月 ３日 波多野和泉 様
８月２６日 中野 明美 様
８月３０日 三木まゆみ 様
３ 結婚記念日のお祝い
８月 ８日 前田 吉彦 会員
８月１５日 川崎 賢二 会員

ニコニコ BOX（敬称略）
川崎 賢二：今月もよろしくお願いします。
長野 鉄司：今日も元気に
谷田 育子：今年度もよろしくお願いします。
岡田一二三：湖山さんありがとうございました。
辻
博：暑いです。
大島 愛子：今日もありがとう。
委員会報告
・ロータリー情報委員会 谷川 英喜 委員長
今月８月２６日に第一回のＩＧＭを、都ホテ
ル１階「四川」にて開催します。参加メンバー
の方はよろしくお願いします。
・前田 裕弘 前年度会計
決算報告書を各自のボックスに入れておきま
した。内容を確認の上、８月２４日の定時総会
に持参をお願いします。
・社会奉仕委員会 前田 裕弘 委員長
今年度の事業計画の発表
・岡田一二三 直前幹事
前年度の事業報告の未提出の方、本日中に提
出お願いします。

例会行事 クラブフォーラム

幹事報告事項

４０周年の記念誌に掲載する、歴代会長様のあ
いさつ文を歴代会長は早急に事務局まで送って
ください。また、全会員はスナップ写真を掲載
しますので、事務局まで送っていただきますよ
う、お願いします。
例会行事 クラブフォーラム
・会員増強委員会

榊原 典夫 委員長

次回例会のご案内
第 １８５３ 回 例会 ８月２４日（水）
定時総会（前年度決算報告）
担当：会長・前会計員会

会報・広報 ８月担当 辻 博

ニコニコ BOX（敬称略）

委員会・同好会報告（敬称略）
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