2016～17 年度国際ロータリーテーマ
「人類に奉仕するロータリー」 ROTARY SERVING HUMANITY
RI 会長 ジョン F．ジャーム
2016～17 年度 関ロータリークラブテーマ
「おもいやり」
第 51 代会長 今峰徹

第 2423 号

平成 28 年 7 月 19 日（火）

前例会の記録・第 2422 回 7 月 22 日（土）17：30
「通常総会」「懇親会」
於：だいえい
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶
早いもので昨年の総会から 1 年が経
ちましたが、昨年の今頃は、自分で伝
統ある関ロータリークラブの会長が務
まるのか不安いっぱいでした。我々の
年度を無事乗り切ることが出来ました
のも、会員の皆様のご協力、ご支援が
あってのことと、大変感謝申し上げま
す。また陰で支えてくださった事務局の伊佐地さんに
も大変感謝申し上げます。昨年の 7 月、年度が始まっ
てすぐ、タグラグビー事業、高木守
道杯、納涼例会とたて続きに多くの
事業があり、がむしゃらに突っ走っ
てまいりました。不行き届きの点が
あったかも知れませんが、ロータリ
ーの友情に免じてお許し願えれば、
幸いです。1 年間大変お世話になり、
ありがとうございました。
◆司会進行 会場監督 清水善光
◎総会式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 藤井淳
先ほど会長職の重責を解か
れホッとしているところでご
ざいますが、今年度は我が関
ロータリークラブの創立 50
周年となり、記念事業や式典
が行われます。今後はパスト
会長として、皆様と共に今峰

会長はじめ新三役を盛りたてていきたいと思います。
今年度も会員の皆様におかれましては、関ロータリー
クラブのクラブ活動、50 周年記念事業などにご理解頂
きまして、昨年以上の益々のご支援、ご協力をお願い
いたします。

◆直前副会長挨拶

古田貴巳
昨年度副会長を務めました
古田です。当初は若輩者の私
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
るか甚だ心配でしたが、精一
杯務めさせていただきました。
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､この一年間活動し
て参りました。何かと至らぬ
点が多々あり、会長及び幹事には大変ご迷惑をおかけ
したのではと思います。しかしながら私自身も大変勉
強させていただいた１年間でした。なんとかこの職務

を全うできたのは、ひとえに会員の皆様のご理解ご協
力があってこそと大変感謝しております。誠にありが
とうございました。
◆直前幹事挨拶 三輪雄彦
あっと言う間に過ぎ去っ
た 1 年でした。大変な役職で
あったと思いましたが、楽し
くやり甲斐をもって職務に
あたらせて頂きました。それ
もひとえに皆様温かく見守
りご指導下さったお陰と心
より感謝申し上げます。そし
て改めて関ロータリ－クラ
ブの魅力を認識し深掘り出
来た 1 年であったと思いま
す。沢山の素晴らしい事業が
ございました。順位をつける
ことはとても出来ませんが、タグラグビー普及事業は
特に思い出深いものでありました。前年度からの補助
金を頂く準備から始まり、木村さん他皆様のご尽力で
素晴らしい事業となりました。納涼例会 郷部会館 芝
生庭園で食べた BBQ、家族旅行で行った伊勢、数々の
卓話、また幹事特権で参加させて頂いた、東海北陸道
グループ幹事会では福岡、山梨への 2 度の懇親旅行で
は他クラブの方々と親交を深める事が出来たのも大き
な財産となりました。最後に藤井会長へ。出来の悪い
幹事でした事をお許し下さい。古田副会長へ。異例な
くらいにサポート下さった事感謝申し上げます。
◆新会長挨拶 今峰徹
皆様こんばんは、本日只
今より歴史ある関ロータ
リークラブ、かつ 50 周年
担当の会長にさせていた
だきました。身に余る光栄
ですが、その責任に早押し
つぶされているようです。
国際ロータリー第 2630 地
区 2016-2017 年度の劔田廣
喜がバナーのテーマは
「 One profits most who
attends most」日本語訳は
｢最も出席する者、最も報われる。｣です。今回のガバ
ナーのお考えは、ロータリーとは例会出席が最も重要
で、そこで親睦を深め、奉仕の心を高め、お互い切磋
琢磨することでロータリーというものを学習していく。
そして奉仕の実践につなげていくというのがお考えの
ようです。当関ロータリークラブのテーマは「おもい
やり｣です。おもいやりとは相手のことを真剣に考え、
一番いいと思うことをすること。そして、ロータリー
の基本理念の親睦はロータリーメンバーへの内向きの
おもいやり。奉仕はロータリー外への外向きの思いや
りと考えています。職業奉仕は誠実・信用という言葉
でのおもいやり。地域には助け合いというおもいやり。

家族には愛というおもいやりがあります。暖かい関係
には思いやりがあふれています。この思いやりを広げ
ていくのがロータリーではないかと考えています。今
はこのように立派なロータリーですが、元は、1905 年
に発足したときは相互扶助であり同業者を排除し、初
期は排他的な組織でした。1907 年ポール・ハリスが方
向転換をし、シェルドンがミシガン大学経営学の理論
である奉仕の哲学を持ち込み、有名な｢ He profits
most who serves best｣という標語を発表し利己と他利
の調和すなわち奉仕という概念を持ち込みます。数年
の間に大きく変化をしてきますので、ロータリー内部
での葛藤はありますが、このような変化をすることが
できたため今のようなロータリーが残っているものと
思います。さて今年は、50 周年の年です。早川先生、
清水さん、酒井さん、髙井先生をはじめとし、皆様方
には大変ご苦労をおかけいたします。よろしくお願い
いたします。
◆副会長挨拶 大澤竜一
本年度、関 RC 副会長をお
おせつかることとなりまし
た大澤竜一です。関 RC が 50
周年とういう節目の年に、
副会長という大役をいただ
き、大変光栄である反面、
全う出来るか心配な面もご
ざいます。RC での在籍年数
も浅く、まだまだ分からな
いことだらけですが、これ
から少しずつ勉強していき
たいと思っております。本年度は 50 周年ということで、
様々な記念事業を企画しております。これも関 RC 会員
の皆様のご協力が無ければ、成功はありえません。最
後となりますが、今峰会長を微力ではありますが、全
力でサポートしていく所存でございます。50 周年記念
事業を成功させるために、是非とも会員の皆様の格別
のご支援ご鞭撻を頂戴しなければなりません。何とぞ
1 年間、宜しくお願い申し上げます
◆新幹事挨拶 池村真一郎
この度、伝統ある関ロータ
リークラブの第 51 代幹事を
就任させて頂きます池村で
す。誠に光栄であると共に本
年度は 50 周年ということで
身が引き締まる思いで一杯
であります。本年度のテーマ
である「おもいやり」、50 周
年事業の目標である「みんな
のための活動」のもと、会員
全員で創りあげていくロータリーを目指して、一丸と
なって頑張っていき、その中で幹事として皆様の為に、
一番骨を折っていきますので、ご指導ご鞭撻の程宜し
くお願い申し上げます。

◆ニコボックス投函ベスト 5

1 位 長尾一郎
3 位 杉浦孝志
5 位 堀部哲夫

表彰式

2 位 後藤信介
4 位 池村真一郎

◆入会式
新 会 員：酒向德享（さこう よしたか）
職業分類：不動産業
事 業 所：㈱はるさと不動産 代表取締役
住
所：関市春里町 2 丁目 3 番 4 号
スポンサー会員:伊佐地英俊、三輪雄彦、林昇

目の年を迎えました。本年は、
「おもいやり」というス
ローガンのもと 50 周年は「みんなのための活動」とい
うスローガンのもと、お互いを思いやり、みんなで創
り上げるロータリーを目指しております。皆様にご指
導ご鞭撻をいただきながら進んでいきますのでよろし
くお願い申し上げます。
早川力さん・・・直前三役の皆さま、一年間本当にお疲
れ様でした。新三役の皆さま、いよいよスタートです
ね。ガンバッテ下さい。そして、50 周年記念事業、皆
さんで協力し合い成功させましょう！
出席者全員・・直前会長の藤井さん、直前副会長の古
田さん、直前幹事の三輪さん、一年間本当にお疲れ様
でした。そして、今峰会長、大澤副会長、池村幹事の
皆様のご活躍をお祈り申し上げます。
大澤竜一さん・・・バースデーカード、ありがとうござ
いました。本年度は今まで以上にお世話になることが
多いと思いますが、よろしくお願い申し上げます。
高木登企久さん・・・本日は、ご来店ありがとうござい
ます。
◎新世代委員会 委員長 土屋佳久
関ロータリークラブ創立 50 周年記念
第 17 回高木守道杯関市中学校軟式野球リーグ戦のご案内
日時：7 月 30 日（土） 午前 8 時
場所：関市民球場
◆幹事報告
◎7 月のロータリーレート 1 ドル：102 円
◆7 月ゴルフ会
日時：7 月 10 日(日) 12：15 スタート
場所：ぎふ美濃ゴルフ倶楽部

優 勝：堀部哲夫
準優勝：後藤信介
3 位：大澤竜一
◆委員会報告
◎ニコボックス委員会 委員長 林昇
直前会長・副会長・幹事の皆さん・・・アッという間に
過ぎ去った一年でありました。皆様にとって、この一
年よきロータリーライフでありま
したでしょうか？そんなお声が一つでも上がれば幸
いです。ありがとうございました。
新会長・副会長・幹事の皆さん・・・新年度が始まりま
した。そして、関ロータリークラブは 50 周年という節

次例会のご案内
7 月 26 日（火） 6：30
「早朝例会 清掃奉仕」 場所：善光寺・安桜山
担当：社会奉仕委員会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
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

