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本日のプログラム
「納涼例会・ＢＢＱ」
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第 2467 回例会
於：ふる里農園

REPORT

2017 年 7 月 9 日（日）
美の関

前例会の記録・第 2466 回 7 月 1 日（日）17：30
「通常総会」「懇親会」於：日本料理だいえい
◆開会点鐘
◆「君が代」「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶
皆様こんにちは、
1 年は早いもので、昨日で任期は終了
しました。それだけ年をとったとも
いえるのですが・・・。
ロータリーは親睦と奉仕が理念です
が、その親睦の根底には友情という
ものがあります。この友情というの
は一般的な友情とは違い、いっぱし
の人間の集まりですのでお互いの信頼・尊敬で成り立
っています。今年の 50 周年では皆様の信頼すべき行
動、尊敬すべき思考というものをまざまざと見せてい
ただきました。この皆様の友情には大変感謝いたして
おります。これから船出する後藤丸も、新しい多数の
船員を加え、我々船員の固い友情でさらに安泰となる
ことと思います。後藤船長の健闘を祈ります。

◎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 今峰徹
皆様の暖かい友情を持ちまして、
50 周年の大役のあったこの年を終
えることができました。ありがとう
ございます。尾崎さんには、納涼例
会の船上での鵜飼、そして花火、船
の手配が大変でしたが成功裏に終
わりました。そして家族例会、親睦
旅行。いろいろと無理を利いていた
だきましてありがとうございます。50 周年事業では、
早川先生を中心として清水さん酒井さん髙井先生の
皆様をはじめ、ロータリーメンバーの皆様のご協力を
得て無事終了の運びとなりました。安桜山遊歩道整備
事業では、現会長の後藤さん、加藤さん、塗装を担当
していただきました三輪さん、そして忘れてはならな
いのが満額の補助金をいただくべく努力していただ
きました堀部さん、そして皆様方のご努力で関市もう
ならせる仕事ができましたことを誇りに思っていま
す。50 周年記念講演会では、木村さんをはじめとし
た皆様方が早くから準備を始められ、桜井さんとの契
約書作成、ガードマンの手配、来場者の誘導など、大
局を見つつもそれでいて細かいところまでの気遣い
に恐れ入りました。メインの式典では、加藤さんも早
くより準備を始められ、当日は何度も模擬演習でだめ
出しをされ、本番では流れる如くの進行をされました。
来賓の方々への気遣いも十分で素晴らしい式典でし
た。懇親会はスタートが遅く少しやきもきしましたが、
さすがパスト会長の長尾先生で、おそらく先生の思い
描いていたタイムスケジュール通りに事が運び、皆様
は満足してお帰りになっております。また、音響、映
像で酒井さんが一手に引き受けてくださり、素晴らし
い記念式典、講演会にしてくださりありがとうござい
ました。記念撮影も、三輪さんをはじめ皆様の協力で
予定外の早さで行われました。実際のところ、昨年の
今頃は 50 周年の記念事業がうまくいくかどうかとて
も不安でした。どのように誘導していこうか三役で何
度も会議をしましたが、ここにおられる皆さんは我々

三役と違い遙かに多数の従業員を抱え、事業をされて
いる方々です。この 50 周年の事業のすべてをお任せ
して何か不都合なことが起きればその責任を三役で
負おうという覚悟で、この 1 年を過ごして参りました。
この覚悟は間違いではなかったと自負しております。
本当にありがとうございました。また、都合によりし
ばらくロータリーを離れられる池村幹事、
陰のロータ
リー会長とも言うべき事務局の伊佐地さんにも大変
お世話になりました。本当にありがとうございました。
本日より後藤丸が船出します。今年から大澤副会長
共々一介のロータリー会員として微力ながら協力い
たしていきます。
◆直前副会長挨拶 大澤竜一
一年間、大変お世話になりました。
関ロータリークラブ 50 周年の節目の
年であり、当初は副会長という大役が
全う出来るか不安で一杯でした。一年
間を振り返りますと、例年事業＋50
周年記念事業ということで様々な事
業がございました。やはり 50 周年記
念事業が一番印象に残っております。各委員会代表の
方を中心に本当に素晴らしい事業を行っていただけ
ました。集大成である 5 月に行われました記念講演、
記念式典、そして懇親会、大成功ではなかったかと思
っております。会長、幹事、そしてメンバーの皆様に
は大変ご迷惑をお掛けした点も多々あったかと思い
ますが、私なりに精一杯活動してきたつもりです。最
後になりますが、メンバーの皆様には大変ご協力いた
だき、有難うございました。
◆直前幹事挨拶 池村真一郎
今峰会長、大澤副会長の下、伝統ある
関ロータリークラブの幹事を無事 1 年
間務めさせて頂きました。大役を引き受
けた時、健康的な問題もあり、私で 50
周年の幹事が務まるかどうか不安でし
たが、無事に本日を迎える事が出来まし
た。これも会員の皆様の絶大なる温かい
ご支援とご指導の賜物であると確信をしている次第
であります。本年度は創立 50 周年という事で、歴史
ある関ロータリークラブの名を汚さぬよう、今峰会長
が、掲げるスローガン「おもいやり」の精神を常に頭
に入れながら、会員の皆様に接して参りました。そし
て会員全員、みんなで創り上げる、全ての活動である、
創立 50 周年事業が、盛大且つ厳粛に行うことが出来
ました。関ロータリークラブの伝統と底力を感じまし
た。幹事として皆様に至らぬ点が、多々あったかと思
われますが、ロータリークラブの友情で以って、お許
し下されば幸いであります。最後になりましたが、今
峰会長、大澤副会長の下で幹事を務めることができて、
幸せでした。有難う御座居ました。
◆新会長挨拶 後藤信介
この度は伝統ある関ロータリークラブ５２代会長
を務めさせて頂く事になり非常に光栄に思いますと
共に責任の重大さを痛感しています。皆さんにはご迷
惑をお掛けする事が多々有るかと思いますがどうか
宜しくお願いします。さてＲＩ会長イアン・ライズリ
ー氏は ROTARY:MAKING A DIFFERENCE
ロータリー：変化をもたらす、がテーマだそうです。

第２６３０地区田山ガバナーは「未来
を創造しよう」１０年後のロータリー
は、がテーマで関ロータリーは
「温故＜５０＞知新」古きを訪ね、新
しきを知る、次の６０周年１００周年
に向けてのスタートの年と思ってい
ます。何れも、将来に向け変化して行
く意味かなと思います。
そこで今年か
ら長期計画委員会を新設させて頂き継続事業の今後
の見通し、ロータリー財団の活用法等将来に向け考え
ていきたいと思います。国際奉仕委員会ではベトナム
の日本語学校に対する奉仕活動ができないか、１１月
に研修に行きたいと思っています。今年は再入会、新
入会員合わせて７人の方に入会して頂き５１人で今
年度スタートしましたが、６０人に向け会員全員で会
員増強に力を入れて頂きたいと思います。
さて、一番大事なのは、会員相互の親睦ではないか
と思います。来週には、ふる里農園でＢＢＱ、１２月
にはクリスマス例会、２月１１～１２日は宝塚歌劇団、
日本三大名泉、有馬温泉を計画していますので多くの
方に参加をお願いします。最後になりますが会長職と
いうのは駅伝競技だと思います。今峰会長から頂いた
タスキを掛け一年走り次の会長に繋ぐ訳ですが、途中
急な坂道で息絶え絶えのときには叱咤激励をお願い
します。下り坂で、こけそうなときには、頼りになる
土屋副会長、岩倉幹事に支えて頂きタスキを繋ぎたい
と思いますので、一年間宜しくお願いします。
◆新副会長挨拶 土屋佳久
私は 5 年前に幹事を務めさせていた
だきました。当時、清水会長、後藤副
会長、会員の皆様より厳しくご指導を
頂きましたので 5 年経過しましたが、
まだ今でも時々夢に出てきますし、よ
く覚えています。そのせいかどうして
も幹事目線になってしまうと思います。
その経験は、岩倉幹事には少しはアドバイス出来る事
はあるかな？とは思っていますが副会長は何をする
のか！どんなポジションなのか！を私なりに考えま
した。副会長＝クラブ奉仕委員長であるように、まず
はクラブ全体を見る、ということ。そして全ての委員
会が充実あるものにし、会員の皆様、家族の皆様に満
足してもらえるように、もっていく。行動していく事
が役目だと思います。そしてもう一つは当然の事です
が会長の思いを知る！という事です。後藤会長は 1
年ほど前から非常によく行動してみえます。その会長
の気持ち、どんな考えでみえるのか、を自分なりに察
し、「よい忖度」をして、素晴らしい 1 年にしていき
たいと思っております。
◆新幹事挨拶 岩倉宏幸
本年度、幹事を務めさせていただ
きます岩倉です。当クラブの半世紀
を過ぎ、新たなスタートの年となり
ます。後藤会長が掲げたテーマ「温
故<50>知新」のもと、ロータリーク
ラブの目的に沿って、改めて、クラ
ブの伝統と進歩を考える年度にした
いと思います。微力ではありますが、後藤会長の下、
役割を果たせるように努力する所存です。一人の力で

は成し遂げることができませんので、皆様方のご協力
のほど、よろしくお願い致します。
◆委員会報告
◎ニコボックス委員会 委員長 西本理美
会長・副会長・幹事の皆さん・・・本日から任期がスタ
ートします。半世紀の先輩方のバトンをしっかり引き
継ぎ 55 周年 60 周年に向けての土台作りの年になれま
すよう精進してまいりたいと思います。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・・・本日の
通常総会の引き継ぎでもって、三役の仕事が終了致し
ます。関ＲＣ創立 50 周年の大切な年を会員全員の一
致団結の力の結集、温かなご支援、ご指導の中で無事
終了することができました。深く感謝申し上げます。
ありがとうございました。後藤会長、土屋副会長、岩
倉幹事、三役就任おめでとうございます。新役員の皆
様のご活躍を心より祈念申し上げます。
出席者全員・・・直前三役の皆さん、一年間ご苦労様
でした。素晴らしい 50 周年となりました。又、新三
役の皆さんこれから一年間お世話になります。メンバ
ーも 50 人を超え活気ある関ＲＣになりよう、よろし
くお願い致します。
高木登喜久さん・・・本日は当店にお越し下さいまし
て誠にありがとうございます。関ロータリークラブ様、
そして会員の皆様におかれましても今後ますますの
ご発展、ご活躍を祈念いたします。(10 ポイント)
藤井淳さん・・・嫁さんにバースデーカードをいただ
きありがとうございました。
◆入会式

◆幹事報告
◎7 月のロータリーレート 1 ドル:111 円
◎第 18 回髙木守道杯関市中学校軟式野球リーグ戦
開会式のご案内
日時：8 月 6 日（日） 8：00
場所：関市民球場
◆2016～2017 年度ニコボックス投函ベスト 5
1 位：林昇さん
2 位：岩倉宏幸さん
3 位：長尾一郎さん
4 位：後藤信介さん
5 位：土屋佳久さん

多数のご投函ありがとう
ございました
写真、左から 伊佐地啓司さん・塚原清文さん
山田一成さん・猿渡豊さん・奥村敏教さん・福田春彦さん
ご入会おめでとうございます
◆会長賞授与
次例会のご案内
7 月 18 日（火）
「クラブ・アッセンブリー」
東海北陸道グループガバナー補佐 伊佐地金嗣様
担当：会長・幹事
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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

清水善光さん 会員増強に多大なる尽力

