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前回の記録

本日の予定

次回の予定

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

第 1862 回 例会 11 月 2 日（水）
慶祝行事
クラブフォーラム（5）

第 1863 回 例会 11 月 9 日（水）
献血例会（休会）

担当：会長・幹事

担当：ロータリー財団委員会

担当：社会奉仕委員会

会長挨拶 【川崎 賢二 会長】

皆さん、こんにちは。本日の例会はクラブアッ
センブリーで、先週末２２～２３日の２日間、長
良川国際会議場にて開催されました「国際ロータ
リー第２６３０地区 地区大会」の報告でござい
ます。地区大会に出席された会員の皆様には、ご
協力のほどよろしくお願い申し上げます。
本日は１０月の最後の例会となりましたが、１
０月に行われました主なプログラムを振り返っ
てみます。１９日に開催しました夜間例会では、
５人の新入会員予定者をお迎えして盛会に終え
ることができました。推薦者の会員の方々には、
感謝します。ありがとうございました。
遡りますが、９日の氷見ＲＣとの夜間合同観月

会長挨拶 続き
例会の開催にあたり、急遽出席できなくなった
方もいましたが、１７人の会員の皆様には、翌
１０日も引き続きお付き合いくださり、誠にあ
りがとうございました。県外での夜間例会は、
いつもの雰囲気と違って大変面白かったです。
今回も、
「氷見ＲＣのまっちゃん」こと松木会員
からたくさんの元気をもらい、岐阜に帰って来
ました。海が目の前にあるグランピング施設の
見学、キャンプ場でのバーベキュー、立川志の
輔の落語、どれも新鮮で非日常の感覚を堪能で
き、氷見市に来てよかったという気持ちになれ
ました。岐阜ではなかなか経験できないような
企画ばかりで、改めまして氷見ＲＣ及び親睦交
流委員会の皆様のご尽力に御礼申し上げます。
さらに遡りまして、氷見ＲＣとの夜間合同観
月例会当日の午前中には、
「岐阜北ロータリー・
カップ バレーボール大会」の６年生及び５年
生の部の決勝戦が開催され、私は表彰式のプレ
ゼンターとして参加しました。青少年奉仕委員
会の三木委員長及び会報広報委員会の湖山委員
長には最後までお付き合いくださり、ありがと
うございました。小学生のバレーボールの試合
は、普段テレビで観ております全日本クラスの

会長挨拶 続き

会長挨拶 続き

バレーボールの試合とは異なるハラハラドキド
キ感があり、いつの間にか手に汗を握って観戦し
ている自分がいました。試合終了後に、岐阜北Ｒ
Ｃを代表し挨拶をする機会がありました。試合を
観戦しながら気付いたことは、ミスをいかに少な
くするかということや、あるプレーをきっかけに
流れが変わってしまうということは、大人の社会
でも同じであるということです。試合後に岐阜北
ＲＣを代表して私からご挨拶をした際に、子ども
たちに対してこれから長い人生を生きていく上
で、大人の社会でも大切なことをこのバレーボー
ル大会を通じて知ることができてよかったと思
います、という旨のお話をした後に氷見に向かい
ました。なお、１１月２０日の日曜日には合渡小
学校にて、４年生の部の決勝戦が開催されますの
で、会員の皆様と一緒にハラハラドキドキできる
ことを楽しみにしています。
「国際ロータリー第２６３０地区 地区大会」
にも、多くの会員の方々がご参加くださいまし
た。２日間本当にお疲れ様でした。私は土日とも
フルスペックで参加することができました。この
２年間はコロナ禍により例年通りの開催ができ
なかったことを思いますと、通常通りの運営がで
きたことは、大変ありがたいことであります。
２日間の地区大会にて特に印象的だったのは、
初日の鈴木一作氏による「What is Rotary？」と
いう演題の基調講演でした。１時間という短い時
間でのご講演でしたが、私にとっては大変興味深
い内容のご講演でありました。今後のこの会長挨
拶の中でも、その内容について触れていき、会員
の皆様と共有していきます。
鈴木氏によれば、ガイ・ガンデッカー(Guy
Gundaker)が唱えた、真のロータリアンは何をし
ているかについて、ロータリアンとして、➀クラ
ブへの奉仕活動、②個人としての活動、③業界代
表としての活動、④地域における活動、という４
つの項目を掲げました。その中に、ロータリアン
は業界からの代表者・大使であり、業界代表の勤
めがあるという教えには大変感銘を受けました。
岐阜北ロータリークラブの会員の皆様も、全員が

それぞれの業界の代表者であるという意識を持
ちながら、ロータリアンとして学んだ高い職業
倫理をもって業界でご活躍されることを祈念申
し上げ、毎週開催する例会が学びの場となり、
かつ充実した内容となるような企画を、来週の
例会から実施していくことをここで表明しま
す。
最後になりますが、私事ですが、この度、納
税功労者として名古屋国税局長より国税局長表
彰を受賞することとなりました。表彰式は明後
日２８日金曜日ですが、それに先駆けて２１日
に報道発表がありましたので、遅くなりました
が、この場をもちまして会員の皆様に対して、
私から感謝の気持ちをお伝えします。誠にあり
がとうございました。このような名誉ある賞を
受賞できたことを機に、真のロータリアンとな
るべく、今後も業界の代表者としての勤めをロ
ータリークラブの場で果たしていく所存でござ
います。会員の皆様には引き続き、相変わらぬ
ご指導ご鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上
げまして、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。

出席報告
会員数：38 名
出席数：30 名／38 名
出席率：78.95％
欠席者：8 名（出席免除 4 名）
来訪者：
ニコニコ BOX（敬称略）
・川崎 賢二
地区大会へのご参加、ありがとうございました。
本日のクラブアッセンブリーも、よろしくお願
いします。
・谷川 英喜
１０月２８日 ＩＧＭ参加予定のみなさま、よろ
しくお願いします。

委員会・同好会報告事項（敬称略）

例会行事 地区大会報告 続き

・岐阜北ＲＣゴルフ同好会
日程：２０２２年１０月２７日（木）
会場：ぎふ美濃ゴルフ倶楽部
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幹事報告事項
・波多野 光裕 幹事
１１月９日の献血例会 休会のご案内
例会行事 地区大会報告
地区大会報告 発表者
①大友芳宏会員
②渡辺俊介会員
③柳原健二会員
④林 隆行会員
⑤原尾 勝会員
⑥榊原典夫会員

担当：会長・幹事

例会行事 地区大会 写真

例会行事 地区大会写真 続き

RI 会長代理 安間 みち子 様

かやの木学園「響き」和太鼓とダンスの融合
基調講演 鈴木 一作 様

RI 会長 ジェニファー・ジョーンズ 氏
感謝状贈呈 原尾 勝 会員

次回例会のご案内
第 １８６３ 回 例会 １１月９日（水）
献血例会（休会）
担当：社会奉仕委員会

地区ガバナー 高橋 伸治 様

会報・広報 １０月担当 湖山 浩行

