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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 
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第２６７２回例会  

令和４年７月８日 

決算・予算報告 

クラブアッセンブリー 

＜会長の時間＞ 

今年度初めての会長の時間です。本日は

国際ロータリーの会長テーマについてお話

させていただきます。 
2022-23年度RI会長はカナダ、ウィン

ザー・ローズランドクラブのジェニファ

ー・ジョーンズ氏で1989年に女性ロータ

リアンの入会が認められて以来117年目で誕生した女性初のRI会
長であり、彼女が掲げる会長テーマが「イマジンロータリー」です。 
「イマジン」といえばジョンレノンを直ちに想像するのは私だけ

ではないと思いますが、ジョンレノンの話は後にお話しするとしま

して、ジェニファー・ジョーンズ氏はロータリーには不思議な力が

働くと話しておられます。記憶に新しいと思いますが、アメリカが

アフガニスタン撤退を決めた際、カブール空港では軍用機に群衆が

押し寄せ国外退避が困難の中、ジョーンズ氏があるクラブで卓話さ

れたと思われる会員から無理を承知でお願いされました。ジョーン

ズ氏はそのクラブと関係のある平和活動家の女性が危険にさらさ

れていると聞き、次期国際ロータリー理事を通じ国際平和フェロー

にお願いしたのですが、その方はこの状況下で影響力を発揮出来る

立場ではなかったそうです…がその時「ロータリーの不思議な力」

が働いたそうです。ロータリーの平和フェローです。結局彼女は避

難リストに加えられ無事ヨーロッパに向かうことができました。 
ロータリーの不思議な力とは何でしょうか？私が高山西RCに

入会し14年間在籍してからそのようなことを経験しただろうか… 
有りました、以前から取引がある会社の事業主の方です。そのお方

は伺うや否や、乱暴な言動、振る舞いされる方でした。出来ればこ

の時が早く過ぎてくれれば良いのにと常に思っていたその頃、RC
入会4年経ちインターアクトの委員長を拝命したころから、メディ

アの影響もあったのでしょうか？ある時から手のひら返し、よくわ

からないのですがその事業主が凄く温和な心穏やかな人に感じら

れるようになりました。これは彼が変わったのでしょうか、私の心

が変わったのでしょうか？それともロータリーの不思議な力が働

いたのでしょうか？ 
 人間は必ず老います。そうなると経験上そうそう変われないとも

聞きますが、でも私はそれを信じませんし、そうなりません。新し

い出会い、喜び、達成感等を常に感じられれば、いつだって人は方

向修正できると信じます。 
 ジェニファー・ジョーンズ氏は私たちロータリアンに問いかけて

います想像してください、私たちは毎朝目覚めるときに、その世界

に変化をもたらせると知っています。昨日のことをイマジン想像す

る人はいません。 
 我がクラブの皆さんも明日目覚めるとき是非とも想像してみて

下さい。 
 

＜幹事報告＞  

◎一般社団法人岐阜県手をつなぐ育成会 理事長より 
 ・感謝状、記念品 拝受 
◎ＲＩ日本事務局より 
 ・7月のロータリーレートについて 1ドル136円（6月127円） 
◎ガバナーより、地区代表幹事より 
・2022-2023年度ガバナー事務所および地区大会事務所開設のご案内 
 〒502-0187  岐阜市長良福光2695-2 都ホテル岐阜長良川３Ｆ 
 TEL  ガバナー事務所 058-297-2630 地区大会事務所058-297-2633    

FAX   共通   058-297-2631 執務時間  10:00～17:00 
  E-Mail  ガバナー事務所 2223@rid2630.jp 

 地区大会事務所 2223taikai@rid2630.jp 
◎ロータリー文庫運営委員長より 
・ロータリー文庫ＨＰ新年度利用について 

＜受贈誌＞ 
 （一財）比国育英会バギオ基金（バギオだよりVOL.91） 

 
 

 

 

＜本日のプログラム＞   決算・予算報告 
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出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２７名 － ２７名 ３５名 ７７．１４％ 

＜出席報告＞ 

2021-22年度会計 米澤 久二  2022-23年度会計 古橋 直彦 

前期についても、コロナ禍中における例会取り消し期間中の食費に

該当する金額を予備費から特別会費会計へ繰入れ、今期の特別会費

については¥2,000の徴収といたしました。またここ数年、米山記念

奨学委員会への普通寄付を特別会費会計から上乗せして送金してお

りましたが、今年度の寄付は本会計からのみといたします。例年 6
回実施しておりました100万＄の食事を今年度は3回としましたが、

150＄の財団への送金は現時点のレートでも￥20,000 オーバーとな

り、円安の進行が懸念材料となっています。 
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クラブアセンブリー 

Ｓ．Ａ．Ａ   米澤 久二 

例会等が秩序正しく楽しい雰囲気で

運営できるように努めます。 

S.A.A のスローガンは「S.A.Aは早め

に来て遅めに帰る」としました。 

本年度一年間よろしくお願いします。 

 

 

クラブ運営部門長  田邊 淳 

クラブ運営部門は、会報・雑誌広報委員

会委員長に中島さん、親睦活動委員会委

員長に堀さん、出席プログラム委員会委

員長に堺さん、ニコニコ委員会委員長に

田中武さんの４委員があります。部門方

針として「クラブ活動が有意義でスムー

ズにおこなわれるために、各担当委員会において着実な計画実行を

行い、また部門全体としてそのフォロー・支援を行うとしています。

1年間宜しくお願い致します。 

 

 

会報・雑誌・広報委員長  中島 一成  

 副委員長：鴻野 幸泰 

基本方針・ホームページやFacebook

へクラブ活動を定期的に掲載し、 

当クラブの活動を地域の方に閲覧して

いただく環境を作ります。 

注目の雑誌記事を紹介し、クラブ内の情

報共有と活性化を図ります。 

前年度に作成した観光カード名刺の有効活用により高山の 

名所を紹介すると共に、当クラブの認知度を高めます。 

事業計画 

1．3クラブ合同広報活動を実施します。 

2．当クラブホームページを適切に管理します。 

3．3月17日にゲストを招いて担当例会を実施します。 

 

 

親睦活動委員長   堀 幸一郎 
本日は出張中ですのでオンライン

からの報告となりますがよろしくお

願いします。 

まずは基本方針ですが、親睦活動を

通じて会員相互の理解と友情を深め、

更なるクラブの活性化を図ります。 

計画は４つあります。一つ目は例会時のドアチェックの実施、2

つ目はクリスマス例会の開催で予算が20万円予定日は12月17日、

3つ目は新年家族例会の開催で予算が30万円予定日が1月8日、4

つ目は新緑例会の開催で予算が30万円予定日が5月21日となり

ます。1年間よろしくお願いします。 
 

 
ニコニコ委員長 田中 武 

基本方針は「会員相互の好意と友

情を深める（近年コロナの関係で

例会が少なく話す機会が減った）。

日常生活の中で嬉しかった事、面

白かった事、心に響いた事、それ

を例会で披露する事によって共有

し親睦の和を深め楽しい例会にしましょう」としました。事業計

画・予算については、年間表彰、担当例会実施等、前年同様3万円

を予定しています。 

 

出席・プログラム委員長  

堺 和信 

基本方針は「例会出席率の向上

を目指し、例会出席できない会員

にはメークアップやオンライン出

席を推奨する。理事会や各委員会

と連携し例会が楽しく有意義な場

となるように円滑な例会運営を目指す」です。 

特に、本年度から始まったオンライン出席を、お仕事や出張でど

うしても会場に来られない会員に推奨します。前回の例会で大村幹

事が話されたように、例会時間の６０パーセントの出席と、画面上

への顔出しを規定とします。事務局への「オンライン出席」の連絡

もお願いします。 

また、休会中の会員さんにも、オンラインでの出席や、日曜日や

夜に開催する親睦例会等に、気軽に出席できるよう声掛けをしてい

きたいと思います。 

１２月に、担当例会があり講師例会を予定していますが、講師は

未定です。見つからなければ、私が何か話をしたいと思います。 

プログラムにつきましては、理事会や委員会と連携し、円滑な例

会運営に務めたいと思います。 

 

ロータリー情報委員長 門前 庄次郎 

こんにちは。ロータリー情報委員会です。 

委員長に私門前、副委員長に遠藤隆浩さん

です。 

基本方針は『新会員にロータリーを理解

して頂く為のオリエンテーションを開催

し、また会員向けに情報提供と意見交換の

場を設け、RCの理念を共有しロータリアンとしての意識高揚に努

める。』といたしました。 

 ご存じの様に当委員会はパスト会長が順番に務める事となって

おります。昨年度米澤さんでしたので、今年が私、来年度は遠藤さ

んと言う流れです。 

 事業としましては基本方針に有りますように、新会員さん向けの

オリエンテーションを行いたいと思っています。年度初めに冨岡さ

んに入会頂いておりますが、会長は今年度5人位入れたいとの意向

ですから、早々に入って頂ける方が見えれば冨岡さんと一緒に、遅

れる様でしたら、先に冨岡さんとオリエンテーションを開かせて頂

きたいと思っています。 
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また会員の皆さんと西クラブを考える場を設けたいと思ってい

ます。一昨年度より組織が変わりました。現在会員も減少ぎみです。

そう言った中でどんな課題が有るのか、ザックバランに意見交換が

出来ると良いなと思っています。 

 早速8月19日に担当例会を設けて頂いております。その折りに

様々なご意見を窺えればと思っておりますので、宜しくお願いしま

す。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

市内でもコロナ感染者が増加傾向です。予防対策、熱中症対策など

お気をつけ下さい。本日の決算予算報告を前年度会計 米澤さん、

今年度会計 古橋さん、よろしくお願いします。また本日と来週に

かけてクラブアッセンブリーです。部門長・委員長の皆さん一年間

の活動計画と意気込みを是非お話し下さい。よろしくお願いします。 

●垣内 秀文さん 

先月22日、予定日より一週間遅れで初孫が誕生！3300gの女の 

子！五体満足で母子ともに健康であったことが何よりも嬉しい事 

でした。生まれたての写真は、ちょうど私の髪型そっくりでしたが、 

2週間経った今はもうボロ負けです。下屋さんも言っていましたが 

文句なしに可愛いですね。毎日写真を見て癒されております。あま 

り広報はしていないつもりでしたが、お孫さん生まれたのですね、 

とメールや電話を頂き戸惑っていましたが、LINEや電話のプロフ 

ィール画像を孫の写真にしていました。自ら発信です。今年の夏か 

ら冷やし中華ならぬジジバカ始めました。 

●塚本 直人さん 

新型コロナがまた勢いをつけてきました。せっかくイペントや行事 

が再開されてきた所なので少し心配です。感染対策をしっかりし 

て、飛騨高山にいらっしゃるお客様を迎え、楽しい夏になる事を祈 

念します。 

●向井 公規さん 

・7月6日飲酒運転の車がガソリンスタンドで給油機に衝突し逃走、 

その後乗用車にも衝突し、さらに逃走するという事件がありまし 

た。衝突された乗用車は家内の車でした。迷惑に巻き込まれまし 

たが、身体の方は無事で何よりでした。 

・本日所用のため早退させていただきます。 

●古橋 直彦さん 

・本日13時半からの会議出席のため早退します。 

●岡田 贊三さん､平 義孝さん、内田 幸洋さん､斎藤 章さん､ 

米澤 久二さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､鴻野 幸泰さん､ 

向井 公規さん､杉山 和宏さん 

2年前の本日、飛騨地域は豪雨災害により甚大な被害に見舞われま

した。未だに復旧作業が終わっていない個所もあり、被害に遭われ

ました方には改めてお見舞い申し上げます。今年は早く梅雨明けし

ましたが、先日も台風4号が襲来するなど当面大気の不安定な時期

が続くものと思われます。今年はどうか豪雨災害が発生せずに、穏

やかな夏となります事を願います。 
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