10 月 経済と地域社会の発展・米山月間

□ 題 字
□ 例 会
□ 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
湖山 浩行

2022－2023
No.1860
22.10.19

前回の記録

本日の予定

次回の予定

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

第 1861 回 例会 10 月 26 日（水）
クラブアッセンブリー（4）
地区大会報告

担当：親睦交流委員会

担当：会員増強委員会

担当：会長・幹事

会長挨拶
【氷見ロータリークラブ会長 山本 貴史様】

本日は、岐阜北の皆さん、氷見へお越しくださ
いまして誠にありがとうございます。
今日の観月会、明日の地引網は微妙ですが、グ
ランピングの見学、バーベキュー、志の輔の落語
と楽しんでいただければと思います。
４年ぶりの交流ということで、本当に開催でき
たことをとてもうれしく思います。４年前は台
風、そして、そのあとはコロナでなかなかできな
れかった４年間分の親睦を本日、深めていただけ
ればと思います。
６月に岐阜北の４０周年記念式典にお招きい
ただいたときに、驚いたのは団結力の凄さです。
３５周年ときに２５人まで減ったメンバーを４
０周年までに４０人すると目標を立て、それを実
現されたパワーを、今日は少しでもあやかりたい
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と思います。
そして、申し訳なかったのが、４０周年の打
ち上げに、こちらの部屋に１５人と隣の部屋に
１５人と２次会にたくさんの方々が来られ、氷
見から来た私たち３人がお邪魔した形となって
しまい申し訳ございませんでした。４０周年や
り終わった達成感、充実感が凄く伝わってきた
瞬間でした。
本日も二次会は、準備してありますのでたく
さんの参加をお待ちしております。
明日は、また雨模様で地引網ができるかどう
かわかりませんが、実は４年前の定置網見学が
中止になったときの姉妹クラブ委員長は、何を
隠そう私でした・・・。
新しいグランピング施設と昨日オープンした
ばかりの芸術文化会館で志の輔の落語、思いっ
きり笑っていただければと思います。
最後に、岐阜北の前田親睦委員長さんには、
何回もの連絡、調整、本当にありがとうござい
ました。また、氷見クラブの田岸親睦委員長は
じめ委員の方々、里木姉妹クラブ委員長はじめ
委員の方々今日、明日の準備にために尽力あり
がとうございました。この後は、マジックショ
ーで最後まで楽しんでください。
本当に、氷見へようこそ、ありがとうござい
ました。

会長挨拶 【川崎 賢二 会長】

ロータリアンの皆さん、こんばんは。岐阜北
ロータリークラブの会長を務めております川崎
賢二でございます。氷見ロータリークラブの皆
様、本日はお招きいただき誠にありがとうござ
います。久しぶりの氷見ロータリークラブとの
合同観月例会ということで、我がクラブからも
当初２０人の応募がございましたが、最終的に
は総勢１７人で参加しました。今日そして明日
と、氷見ロータリークラブの皆さんとの交流を
楽しみに氷見まで参りました。氷見ロータリー
クラブの山本会長を始め、氷見ロータリークラ
ブの皆様には大変お世話になりますが、どうか
よろしくお願いします。
私は、クラブ内では雨男の会長として有名で
あります。今日明日のお天気も、今日は我々が
氷見市に滞在する時間帯には雨が降り、明日も
皆様とお別れをする時間帯から雨が上がるとい
う予報であり、今回の訪問でもしっかり雨男ぶ
りを発揮してしまったようです。大変申し訳ご
ざいません。
この氷見ロータリークラブさんとの合同観月
例会は、４年ぶりの開催となります。この間に
は台風の接近により、あるいは、コロナ禍によ
る開催中止といった理由で開催することができ
ませんでした。もちろん、我々が氷見ロータリ
ークラブの創立５０周年記念事業に参加した
り、氷見ロータリークラブの方々が我がクラブ
の創立４０周年記念事業にご参加いただいたり
等、交流活動は続けておりました。振り返って
みますと、本日このように盛大に合同観月例会
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が催されることは、当たり前ではなく、とても
ありがたいことであります。
かかる意味におきましても、今回の合同観月
例会の開催にあたり、氷見ロータリークラブの
関係役員の皆様、そして、我がクラブの前田吉
彦委員長を始めとする親睦交流委員会の方々に
は、その設営にあたり、ご尽力を賜りました。
改めて御礼申し上げます。
我が岐阜北ロータリークラブについて、４年
ぶりということですと、氷見ロータリークラブ
の会員の方でご存じでない方もいらっしゃるか
もしれませんので、私から少しだけご紹介しま
す。我がクラブは今年で創立４１年目を迎え、
会員数は現在３８人、うち女性会員は３人いま
す。４年前に訪問した際の会員数は３４人でし
たので、それとの比較で申せば会員数は４人も
増えたことになります。創立４０周年を４０人
の会員で迎えたいという目標を実現できました
が、その後２人が退会されました。我がクラブ
におきましても、会員増強は課題として取り組
んでおります。最高齢会員は来週の１３日で９
１歳の誕生日を迎える片桐会員であり、今もお
元気に例会に出席されております。反対に、最
も若い年齢の会員ですが、女性でありますので、
年齢の方は皆様のご想像にお任せすることとし
ます。イメージとしましては、最高齢会員の片
桐会員の大きなお孫さんといった感じの年齢で
あります。
我がクラブには、毎年年に１回のこの合同例
会を楽しみにしている会員も多いです。それぞ
れに思い出があるかと存じますが、私の思い出
としましては、６年前に松木さんが会長を務め
ておられた６年前に参加した際に、松木会長の
ご自宅にて氷見獅子舞を体験できたことであり
ます。ただ、氷見獅子舞の演舞よりも、松木会
長のご自宅の豪邸ぶりに圧倒されたことの方
が、今でも強く印象に残っております。蟹と鰤
の解禁は、来月１１月からではありますが、美
味しいお食事ができることも、期待しています。
今回の訪問で、参加者全員が１つでも多くの素
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委員会・同好会報告事項（敬称略）

敵な思い出を作れれば、幸いでございます。
昭和６２年５月２３日に氷見ロータリークラ
ブさんと姉妹クラブの協定を締結して以来、３
５年が過ぎました。これまで継続的に絶えず交
流できたことは、両クラブの諸先輩方が遺して
くださった大きな財産であります。この諸先輩
方の交流の結晶というクラブの貴重な資産を存
分に生かしながら、今後も両クラブとの関係を
大切にしてまいる所存でございます。今夜は、
両クラブのさらなる交流を深めるために、お互
いに大いに語り合いましょう。因みに、私は朝
まで予定を空けてありますので、どうぞ遠慮な
くお誘いください。

・岐阜北ロータリー・カップ２０２２年
バレーボール大会決勝
開催日：２０２２年１０月９日（日）

最後になりますが、両クラブの益々のご発展
と、本日ご参加の皆様方のご健康及びご健勝を
祈念申し上げまして、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。

出席報告
会員数：38 名
出席数：17／38 名
出席率：44.74％
欠席者：21 名（出席免除 8 名）
委員会・同好会報告事項（敬称略）
・岐阜北ＲＣ有志ゴルフ大会
日程：２０２２年１０月９日（日）
会場：小杉カントリークラブ
６年の部 優勝 早田スポーツ少年団

優 勝 岡田一二三
準優勝 古野登喜夫
第３位 林
隆行
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５年の部 優勝 鷺山スポーツ少年団

例会行事

例会行事 続き

・１０月９日（日）～１０月１０日（月・祝）
氷見ロータリークラブ合同観月例会へ参加

グランピング施設見学

林 隆行 会長エレクト

島尾キャンプ場海岸にて
次回例会のご案内
第 １８６１ 回 例会 １０月２６日（水）
手に手つないで

クラブアッセンブリー（４）
地区大会報告
担当：会長・幹事

会報・広報 １０月担当
岡田一二三（臨時）
・湖山浩行

氷見市芸術文化館にて落語鑑賞
川崎会長と氷見ＲＣ会長 山本様

