９月 基本教育と識字率向上・ロータリーの友月間
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□ 会 場

川崎 賢二
毎週水曜
都ホテル岐阜長良川

□ 会 長
□ 副会長
□ 幹 事
会報委員長

川崎 賢二
近藤 祐司
波多野光裕
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前回の記録

本日の予定

次回の予定

第 1856 回 例会 9 月 10 日（土）
長良川ロータリークラブ合同例会
（9 月 14 日例会変更）

第 1857 回 例会 9 月 28 日（水）
早朝例会
午前 7 時 00 分～
開催場所：都ホテル岐阜長良川
（ホテル南側堤防付近）
担当：プログラム委員会

第 1858 回 例会 10 月 5 日（水）
慶祝行事
クラブフォーラム（４）
定例理事会

担当：会長・幹事

担当：米山奨学委員会

会長挨拶【川崎 賢二 会長】

会長挨拶 続き

皆さん、こんばんは。そして、岐阜長良川ロー
タリークラブの皆様、ようこそ岐阜北ロータリー
クラブへお越しくださいました。誠にありがとう
ございます。本日、ここに岐阜長良川ＲＣさんと
の夜間合同例会を開催することを、我が岐阜北Ｒ
Ｃの会員一同楽しみにしておりました。また、本
日は岐阜長良川ＲＣの米山奨学生であるキムさ
んがご来訪されていることも、ご紹介します。
年に１回のこの時期に岐阜長良川ＲＣとの合
同例会を開催しておりますが、昨年は新型コロナ
ウィルス感染症の影響により開催中止となりま
したので、２年ぶりの合同例会の開催となりま
す。
２年前と比べますと、我がクラブの会員数は３

８人と同数、夜間合同例会への出席者数も２２
人でほぼ同数ということで、ほとんど変わりな
い状況であります。岐阜長良川ＲＣさんの方は、
いかがでしょうか？
また、２年前はコロナ禍の中、我がクラブが
ＩＭのホスト会として運営した直後であり、今
年は岐阜長良川ＲＣさんがＩＭのホスト会とし
て運営した直後であります。ＩＭの運営、お疲
れさまでした。大変素晴らしい内容のＩＭを設
営され、岐阜長良川ＲＣさんのチームワークが
よく伝わってくるＩＭでありました。改めて御
礼申し上げます。
昨年、我がクラブは、親クラブであります岐
阜長良川ＲＣさんのおかげもあり、創立４０周
年を迎えることができました。我がクラブの４
０周年記念事業の実施にあたり、岐阜長良川Ｒ
Ｃさんにも大変お世話になりました。重ねて御
礼申し上げます。親クラブの後ろ姿を見ながら、
我がクラブも創立４０年が過ぎ、これからも創
立５０周年に向けて歩んでまいります。引き続
きご支援を賜りたくお願い申し上げます。
ここまではお礼とお願い事が続く硬いご挨拶
となりましたが、ここで私と本年度の岐阜長良
川ＲＣの会長である嶋﨑藤茂会長につきまし
て、我がクラブのメンバーの中には嶋﨑会長の
ことを存じ上げない会員もいますので、少しだ

会長挨拶 続き

ニコニコＢＯＸ（敬称略）

けご紹介をさせていただきます。
嶋﨑会長と言えば、国際ロータリー第２６３
０地区岐阜Ａグループに所属するロータリアン
で構成する「ロータリーバンド」の中心メンバ
ーとして大変有名なミュージシャンでもありま
す。私が嶋﨑会長と初めてお会いしたのも、西
柳ケ瀬のとあるバーでのバンドの練習の時であ
りました。最初は、音楽にとても拘りがある厳
しい方で、きっとお仕事でも同様な方なのだろ
うという印象でした。夜間にお会いすることが
ほとんどでありましたので、バンドの場面での
印象が強かったのですが、日中の会合などでお
会いしてお話をしますと、穏やかさの一方でロ
ータリー活動を熱く語るという、夜のイメージ
とは異なるお人柄でした。私にとりましても、
同期の会長では嶋﨑会長は、とてもお話がしや
すく、お会いするとホッとする方であります。
これからもクラブ運営を始めとして、様々なこ
とをご相談することがあるかと存じますが、ど
うかご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いしま
す。
本日はコロナ禍仕様での夜間合同例会の運営
となっておりますので、皆様にとって十分なお
もてなしができていないかもしれませんが、せ
っかくの合同例会ですので、楽しいひとときを
過ごしていきたいです。本日は最後まで、どう
かよろしくお願い申し上げます。
本日の合同例会が、中秋の名月のもと２年ぶ
りに両クラブのロータリアン同志の友情を確認
かつ、深める場となれば、幸いでございます。
最後になりますが、両クラブ及び本日ご参加
されましたロータリアンの皆様のご活躍とご健
勝を祈念し、本日の私の会長挨拶とさせていた
だきます。ご清聴ありがとうございました。

川崎 賢二：岐阜長良川ＲＣの皆様、本日はよ
ろしくお願いします。
ー以下お名前のみ紹介ー
近藤 祐司：よろしくお願いします。
波多野光裕：本日はよろしくお願いします
永瀬 章 ：本日はお世話になっております
岡田 忍 ：長良川ＲＣようこそ！！
岡田一二三：合同例会よろしくお願いします
辻
博 ：
三木 淳 ：合同例会、本日よろしくお願いし
ます。
前田 吉彦：長良川ＲＣようこそ

出席報告
会員数：38 名
出席数：22／38 名
出席率：57.89％
欠席者：16 名（出席免除 7 名）
来訪者：米山奨学生 パンエン 様

委員会・同好会報告事項
（岐阜北ＲＣ）
・委員会・同好会報告はありませんが、お帰り
の際に若松学園様から差し入れを頂きましたお
茶をお持ち帰りください。
（長良川ＲＣ）
・米山奨学生パンエン様 挨拶
皆様、こんばんは。岐阜長良川ロータリーク
ラブに所属する奨学生のパンエンと申します。
岐阜長良川ロータリークラブの一員として、岐
阜北ロータリークラブとの合同夜間例会に参加
させていただき、米山記念奨学生への理解、他
の方々との交流が一層深くなりつつ、私は大変
勉強になってきたので、心から感謝の気持ちで
いっぱいです。奨学生生活を通して大学と異な
る社会空間で人生の先輩との交流から、生活の
意味を新しく理解できました。私たちは他人と
の関わりの中で生きているのではないでしょう
か。私もこの組織のために存在する人間だと思
っております。人と人の間をつなげ、人間の心
と心をつなげ、それに必要な場、環境を作れる
人間になるため、努力していきたいです。奨学
生として今日のイベントに参加して様々なこと
を考える貴重な機会と経験を得させていただき
まして、心より感謝申し上げたいと思っており
ます。
最後に、残暑にコロナに引き続き油断できま
せんが、皆様お体を大切にお過ごしくださいま
すようよろしくお願いもうしあげます。以上で
す。

委員会・同好会報告事項 続き（敬称略）

例会行事 続き（敬称略）

・第３回 岐阜北ＲＣゴルフ同好会
開催日：２０２２年９月１３日（火）
会場：三甲ゴルフ倶楽部 谷汲コース

（ニコニコＢＯＸの披露）
岐阜北ＲＣ親睦交流委員会
委員長 前田 吉彦
岐阜長良川ＲＣ米山奨学生 パンエン
（閉会挨拶）
岐阜北ＲＣ副会長 近藤 祐司
１８時２０分 （点鐘）
岐阜北ＲＣ会長 川崎 賢二

優 勝：近藤 祐司
準優勝：岡田一二三
第３位：古野登喜夫
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≪懇親会≫
司会：岐阜北ＲＣ親睦交流委員会
委員長 前田 吉彦
１８時３０分 開宴挨拶
岐阜長良川ＲＣ 嶋﨑 藤茂
１８時３５分 乾杯
岐阜北ＲＣ
博
会食
２０時１５分 ロータリーソング
『手に手つないで』
２０時２０分 閉会挨拶
岐阜長良川ＲＣ 金子 晶彦

例会行事（敬称略）
・岐阜長良川ロータリークラブ合同例会
≪例会≫
１７時３０分 （受付開始）
１８時００分 （例会開始／点鐘）
司会：岐阜北ＲＣ幹事 波多野光裕
点鐘：岐阜北ＲＣ会長 川崎 賢二
１８時１０分 （委員会・同好会報告）
岐阜北ＲＣ幹事 波多野光裕
岐阜長良川ＲＣ幹事 笠原幸治

親睦交流委員会 前田吉彦 委員長

例会行事 続き

例会行事 続き

若松学園様からの
差し入れ

乾杯挨拶 辻直前会長

米山奨学生 パンエン様

岐阜長良川ＲＣ 金子晶彦 様

合同例会閉会挨拶 近藤副会長

手に手つないで
次回例会のご案内
第 １８５８ 回 例会 ９月２８日（水）
慶祝行事
クラブフォーラム（４）
担当：米山奨学委員会
開宴会挨拶 岐阜長良川ＲＣ会長 嶋﨑様

会報・広報 ９月担当 湖山 浩行（臨時）

