10 月 経済と地域社会の発展・米山月間
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前回の記録

本日の予定

次回の予定

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

第 1859 回 例会 10 月 9 日（日）
氷見 RC 合同観月例会
（10 月 12 日例会変更）
10 月 9 日～10 日氷見

第 1860 回 例会 10 月 19 日（水）
夜間例会
19 時 00 分～21 時 00 分
会場：長良川観光ホテル 石金

担当：米山奨学委員会

担当：親睦交流委員会

担当：会員増強委員会

会長挨拶【川崎 賢二 会長】

会長挨拶 続き

皆様、こんにちは。本日は、国際ロータリー第
２６３０地区の米山記念奨学委員会から、皆様ご
存じの笠原幸治様がご来訪されました。所属クラ
ブは岐阜長良川ロータリークラブ、職業分類は高
圧ガス容器検査です。ご多忙の中、ご来訪くださ
り誠にありがとうございます。今月は、
「経済と
地域社会の発展・米山月間」でありますので、後
ほどのクラブフォーラムにて米山月間に相応し
いお話をしていただきます。楽しみにしていま
す。
早いもので今週から１０月に入りました。先週
の早朝例会では清々しい早朝ということもあり、
多くの会員にご参加いただきました。私のお隣に
てハーハー、ゼーゼーと言いながらストレッチを
されている方もいましたので、その後の皆様の体

調を心配しておりましたが、これまでに入院を
したとか怪我をしたというお話は伺っておりま
せんので、無事に終えることができたことと思
っております。ありがとうございました。
先月は持ち出しの例会が連続しましたので、
久しぶりにこの会場での通常例会になります
が、多少緊張気味であります。通常例会の場で
ご報告をした方がよいという判断で、皆様にお
知らせをすることが今日になりましたが、我が
クラブのチャーターメンバーでもあり、８月に
クラブを退会されました森本時夫さんが、さる
９月２０日にお亡くなりになりました。享年８
２歳でございます。元会員ということで、会員
の皆様に周知することはしませんでしたが、２
３日に私がクラブを代表して葬儀に参列しまし
た。喪主である森本豊様ともお話をしましたが、
ロータリークラブを退会後、急に食事ができな
くなり、体が一気に弱り死に至ったとのことで
した。森本さんは、岐阜北ロータリークラブの
例会に出席することを、いつも楽しみにしてお
り、ロータリークラブの皆様にも大変お世話に
なりましたので御礼申し上げます、と喪主様よ
り言付かりましたので、この場にて会員の皆様
にご報告申し上げます。
喪主様からのご挨拶の中で、森本さんは白黒
テレビからカラーテレビに変わる時代に電波が
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届かない地域をまわってアンテナを立て、テレ
ビが映るようにと工事を続けてきた方だという
ことが分かり、このような方のおかげで、今や
誰もが当たり前のようにテレビを見ることがで
きるのであるということを改めて認識できまし
た。仕事をする上で大切にしていたことは、ど
んなお客様に対しても配慮を怠らず、礼を尽く
すこと。義理堅く、仁義礼節を重んじる姿勢で
あったということを伺い、大変印象的でした。
私も森本さんのかかる姿勢を遺言のように受け
止め、今後の人生に生かしていく所存でござい
ます。改めまして、ご冥福をお祈り申し上げま
す。
先ほどは、１月ぶりにロータリーソングを歌
えました。私にとってロータリーソングを歌う
ことは、直後にある会長挨拶への発声練習の機
会であり、気持ちを集中する機会であることが、
岐阜長良川ロータリークラブとの夜間合同例会
の際に、良く分かりました。その日は、いつも
のようにロータリーソングに始まり、私の会長
挨拶という流れだと思っていたところ、実際の
段取りはロータリーソングは省略とのことで、
直ぐに会長挨拶となりました。そのため、私は
心の準備ができておらず、動揺が隠せぬまま演
台に立った結果、嶋﨑会長のお名前を間違える
という失態をしてしまいました。
今日、笠原様のお名前を間違えず、スムーズ
にご紹介できたことは、やはり先程しっかりロ
ータリーソングを歌い、心の準備をする機会が
あったからでありましょう。皆様も、私のよう
にロータリーソングを歌いながら、例会に臨む
にあたり気持ちを整えてみましょう。
笠原様、岐阜長良川ロータリークラブに戻ら
れましたら、私が本日の会長挨拶にてお詫びを
していましたことを嶋﨑会長に、どうかよろし
くお伝えください。
今週末は、氷見ロータリークラブとの合同観
月例会、次の週は夜間例会と、９月の第２例会
から続く、持ち出しの例会の中日が本日の例会
であります。さらに、今月の２２～２３日には
地区大会も開催されます。引き続き皆様にはご
足労をかけますが、多数の会員の皆様がご参加
くださるようお願い申し上げます。
スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋など、こ
れからどれを選んでもいい季節となります。ロ

ータリークラブの行事を通じましても、秋を感じ
ることができますよう努めてまいりますことを
お約束し、本日の会長挨拶とさせていただきま
す。
本日はよろしくお願いします。ご清聴ありがと
うございました。
出席報告
会員数：38 名
出席数：27／38 名
出席率：71.05％
欠席者：11 名（出席免除 4 名）
来訪者：地区米山記念奨学委員会 委員
笠原 幸治 様（岐阜長良川 RC）
慶祝行事
１．会員誕生日のお祝い
１０月１３日 片桐順一郎 会員
１０月２１日 島戸 龍史 会員
２．ご夫人誕生日のお祝い
１０月 ２日 岡田 広子 様
１０月 ２日 小森 京子 様
１０月２１日 柳原 君子 様
３．結婚記念日のお祝い
１０月２２日 波多野光裕 会員
ニコニコ BOX（敬称略）
川崎 賢二：笠原様、本日はご来訪ありがとう
ございます。クラブフォーラムで
のお話を楽しみにしています。よ
ろしくお願いします。
波多野光裕：笠原さん、よろしくお願いします
小森 保敏：妻の誕生日を祝っていただいて
片桐順一郎：今月は私の誕生月です
岡田
忍：地区、米山記念奨学委員会、笠原
幸治様、本日はお忙しい中ありが
とうございます。卓話、よろしく
お願いいたします。
前田 吉彦：笠原さん、ようこそ
湖山 浩行：笠原様、本日はよろしくお願いし
ます。

ニコニコ BOX（敬称略）
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谷川 英喜：氷見には行けませんが、行かれる
方は楽しんでください。
中野 直人：本日もよろしくお願いします
柳原 健二：よろしくお願いします。
大島 愛子：笠原様、本日よろしくお願いしま
す。
島戸 龍史：今月もよろしくお願いします。

委員会・同好会報告事項
・親族交流委員会
前田 吉彦 委員長
氷見ＲＣ合同観月例会に関しまして、お配り
しました「旅行費用県民割適用に関するお知ら
せ」の要領をご確認いただきますようお願いい
たします。

地区米山記念奨学委員会 委員 笠原幸治様

・会員増強委員会
榊原 典夫 委員長
今月１９日に予定しております「夜間例会」
におかれまして、ゲストの方が今のところ１名
となっております。１人でも多くのゲストにご
参加いただくようよろしくお願いいたします。
例会行事

担当 米山奨学委員会

・クラブフォーラム（４）
米山奨学委員会

例会風景

岡田 忍 委員長

米山奨学委員会 岡田 忍委員長進行により、地
区米山記念奨学委員会 委員 笠原幸治様の卓
話を通して、米山奨学生の活動等を学びました。

次回例会のご案内
第 １８６０ 回 例会 １０月１９日（水）
夜間例会
19 時 00 分～21 時 00 分
会場：長良川観光ホテル 石金
担当：会員増強委員会
会報・広報 １０月担当 湖山 浩行

