2015～16 年度 国際ロータリーテーマ
「 世界へのプレゼントになろう（ Be a gift to the world ）」
RI 会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン
2015～16 年度 関ロータリークラブテーマ
「 ONE FOR ALL ，ALL FOR ONE 」
第 50 代会長 藤井 淳

第 2379 号
前例会の記録・第 2378 回 7 月 4 日（土）17：30
「通常総会」と「懇親会」 於：だいえい
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆ビジター紹介
米山奨学生 呉紅玲様
◆会長挨拶
髙井昭裕
本日は多数の皆様に通常総会にご出席いただきあ
りがとうございます。この一年間の活動にご支援、ご
協力いただき今日を迎えることができましたことに
心より重ねて厚く御礼申し上げます。６人の方に新た
にご入会いただき既にクラブにてご活躍いただいて
いることはまた大変喜ばしく、スポンサー会員の並々
ならぬご尽力、皆々様の暖かいご協力に深く感謝申し
上げます。初心忘るべからずのテーマのもと、先ずは
例会の充実などに努めてきたつもりではありますが、
この一年間の事業についてご報告などさせていただ
き、またロータリー財団の制度変更に基づいての提案
などもあり、貴重なご意見を賜りご審議いただき、次
期の活動にもご理解いただきますようお願い申し上
げ挨拶とさせていただきます。

平成 27 年 7 月 21 日（火）
※定足数の確認報告の後、総会次第に従い議事は滞り
なく終了。また、新旧三役の引き継ぎも行われました。
◆直前会長挨拶 髙井昭裕
この一年間、皆々
様には大変お世話
になり誠に有難う
ございました。診療
と両立して例会に
出席することが先
ずは個人的課題で
したが、患者さんに
も協力いただき、ま
た仕事上でも家内、
職員の援助のもと
例会出席しご挨拶
することができ、この場をお借りして諸事業運営にご
協力いただいた多くの方々に深謝致します。ゴルフ会
や市関係の会議など土屋副会長にお任せとなり、諸事
業や例会の運営などは山谷幹事が設営し、家族旅行は
じめ林親睦委員長には私の意向を汲んで親睦事業を
手配していただき、遅れ気味の挨拶原稿にもかかわら
ず週報など素早く綺麗に作成していただいた事務局
伊佐地さんはじめ各委員長、会員の皆様に今一度厚く
御礼申し上げます。振り返れば、もう少し仕事環境な
ど準備しておけばよかったなど不備な点も多かった
と存じますが、この職をさせていただくなかで多くの
ことを学ばせていただきました。能楽の言葉の部分で
ある謡曲を習っており、その大成者である世阿弥の言
葉「初心不可忘」をテーマとさせていただきました。
昨年１１月までお稽古受けていた片山幽雪先生が今
年一月に８４歳にて逝去され、後継ぎの第 10 世片山

九郎右衛門先生にお稽古していただくようになりま
したが、個人的にはこのテーマを引き継ぎたいと思っ
たりしております。今後ともご指導ご鞭撻のほどどう
ぞよろしくお願い申し上げます。５０周年事業、海外
クラブとの提携など課題を据え置いて新執行部にバ
トンタッチとなりましたが、皆様のご協力により藤井
会長のもとクラブがますます発展いたしますよう祈
念して御礼の挨拶とさせていただきます。
◆直前副会長挨拶 土屋勝之
初めに、先ほどの通常
総会に於いて、2014 年
度の会計決算並びに各
事業について会員皆様
のご賛同を得まして無
事終了することができ
ましたことに厚くお礼
申し上げます。わたくし
は、一年間三役として皆
様のお役に立つことが
できたか疑問なところ
もあり、失敗も多々あっ
たことと思いますが、会員の皆様の温かい励ましのお
かげで大過なく今日を迎えることができました。感謝
申し上げます。特に理事役員、各委員長の皆様にはお
世話になりました。心よりお礼申し上げます。今日か
ら一年間、藤井会長さんをはじめ新三役の皆様にはお
世話になりますが何卒よろしくお願い申し上げます。
簡単ではございますがご挨拶にかえさせて頂きます。
ありがとうございました。
◆直前幹事挨拶 山谷庸二
皆様 1 年間本当にあり
がとうございました。早
いものでもう 1 年が経っ
てしまったというのが、
実感です。任期中は気配
り、配慮等欠ける点が
多々あったと事が反省点
で御座います。この 1 年
の経験・反省を糧にして、
また頑張っていきたいと
思います。再度になりま
すが、皆様、本当に 1 年
間ありがとうございました。
◆新会長挨拶 藤井淳
伝統ある関ＲＣの第 50 代会長に就任させていただ
くことになり、大変光栄であるとともに身の引き締ま
る思いです。三輪幹事、古田副会長とともに、一生懸
命職務を全うしたいと思いますので、皆様のご協力、
ご指導のほど宜しくお願いいたします。既に補助金事
業（タグラグビーの普及事業）や高木守道杯等で担当

の木村さん、常川さ
んをはじめ多くの
方々にお世話になっ
ており、大変感謝し
ております。また今
後、納涼例会、クリ
スマス例会、家族旅
行などを我が精鋭ス
タッフが計画中です
ので、多くの皆様の
ご参加をお願い申し
上げます。ロータリ
ー活動の柱の一つに
職業奉仕があげられますが、医師という職業ですので、
例会の会長挨拶では会員の皆様がちょっと気になる
お医者さんに尋ねてみたい事についてもお話したい
と思います。どんなことでも結構ですので、リクエス
トがございましたら、遠慮なくお尋ね下さい。またロ
ータリー活動についても、ガバナー月信、ロータリー
の友などを参考にしてお話をさせて頂こうかと思い
ます。それと会長挨拶はなるべく短時間に終わらせる
つもりですが、皆さん最初はそう仰いますけどね、、、
と突込みが入りましたので、そうならないように気を
つけたいと思います。乞うご期待下さい。職業奉仕と
いえば、明日は休日当番に当たり、職業奉仕させてい
ただくことになっております。年度初めに早々と休日
当番が当たったということは、それだけ職業奉仕に励
みなさいという訓示ととらえ、今後一年間、頑張って
いきたいと思いますので、皆様どうぞお引き立ての程、
よろしくお願いいたします。
◆新副会長挨拶 古田貴巳
本年度副会長を務め
ます古田です。何分若
輩者の私が伝統ある関
ロータリークラブの副
会長の職務を全うでき
るか甚だ心配ですが、
精一杯務めさせていた
だきます。私が関ロー
タリークラブに入会し
て早 6 年が経ちました。
入会当初はロータリー
クラブの目的やロータ
リアンの精神とはいかなるものかを知るのに精一杯
でした。とにかく事業に参加することで、それに近づ
けると思い参加させていただき、大変勉強させていた
だきました。まだ不十分ではありますが、ロータリー
クラブの目的のもと、藤井会長の思いを具現化し、地
域のために少しでもお役に立てる事業を展開してい
きたいと考えております。何卒よろしくお願いいたし

ます。
◆新幹事会長挨拶

まして誠にありがとうございま
三輪雄彦
す。会員の皆様のご健康、ご多幸
この度、関ロータリー
を祈念いたしております。今後と
クラブ 第 50 代 藤井会
もよろしくお願い致します。
長の幹事役を仰せつか
（10 ポイント）
りました三輪雄彦です。 ◆幹事報告
ロータリー歴も浅く不
◎退会者の報告
慣れな点が多々あるか
新海正男さん 6 月末日を以て退会
と存じますが、若さと活
（1966 年入会 49 年在籍）
力を持って、皆様のお役
福本司朗さん 6 月末日を以て退会
に立てますよう、精一杯
（1995 年入会 20 年在籍）
会長・副会長をしっかり
◎第 16 回髙木守道杯軟式野球リーグ戦開会式のご案内
サポートして参りたい
日時：7 月 25 日（土） 午前 8 時
と存じます。どうか皆様、
場所：関市民球場
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申しあげます。1 年
◆ニコボックス投函ベスト 5 表彰
間元気に頑張ります！
◆委嘱状授与

国際ロータリー第 2630 地区 ロータリー財団部門
地区補助金担当 副委員長 堀部哲夫さん
◆委員会報告
◎ニコボックス委員会 委員 掛布真代
会長・副会長・幹事の皆さん・・・本日任期がスタート
致しました。関ロータリークラブの存在意義を今一度
考え、地域や会員の皆様のために活動してまいります。
どうぞ皆様、ご指導ご協力をお願い致します。
直前会長・直前副会長・直前幹事の皆さん・・・一年間
皆さんのご協力により無事任期を終えることができ
ました。厚くお礼申し上げます。新三役の藤井会長、
古田副会長、三輪幹事、今日からスタートです！頑張
って下さい。全力で応援します。
出席者全員・・・いよいよ藤井丸の船出です。我々も
さわやかに春風のごとくロータリアン同志、和をもっ
て尊く進んで力になりたいと思っております。前三役
の皆様、一年間お疲れ様でした。新三役の皆様、よろ
しくお願いします。
ゴルフ会 髙木道彦さん・・・一年間ありがとうござい
ました。
高木登企久さん・・・本日は、当店へお越しいただき

1 位：池村真一郎さん

2 位：長尾一郎さん
4 位：後藤信介さん

3 位：加藤浩二さん
5 位：山村誠示さん

次例会のご案内 7 月 28 日（火）6：30
早朝例会「清掃奉仕」 於：関観光ホテル前の河原
担当：社会奉仕・環境保全委員会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
例 会：毎週火曜日 12：30（第 3 週は水曜日に 18：30）
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店 2Ｆ
事務局： 岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2Ｆ

