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会長 故金正司 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。森ガバナー補

佐、本日はクラブ公式訪問においでく

ださいまして誠にありがとうござい

ます。後ほどご挨拶を、そしてクラブ

アッセンブリーにも参加を予定して

いただいております。 

さて、先週の例会は今期初回でもあ

り、役員一同緊張気味の幕開けとなり

ましたが、皆様の温かいお気持ちで無

事終えることができました。 

今日は 32 期 2 回目の例会でござい

ます。本日は吉田会員より、ロータリ

ーの友の記事紹介があります。このこ

とも「ロータリーを学ぶ」一環として

１年間継続できればと思っておりま

す。吉田会員よろしくお願いいたしま

す。 

 
次週は、クラブフォーラム（クラブ

討論会）が開催されます。クラブフォ

ーラムの定義を「ロータリーの基礎」

より抜粋いたしました。 

「奉仕理念 クラブ管理運営、委員

会活動などの問題について自由に意

見を述べ合う討論会とあります。例会

時間をフォーラムにあててもよく、ロ

ータリー親睦活動月間、青少年奉仕月

間、会員増強、新クラブ結成推進月間、

米山月間など特別行事月間プログラ

ムをフォーラム形式とすると、より理

解が深まります。」 

このように、討論のテーマを決めて

開催することが大切だと思います。次

週のフォーラムのテーマは「会員増

強」となっています。当クラブでは、

クラブ運営の何かにつけて総数が５

０名くらいの人数を想定いただいて

いることと思います。次週のフォーラ

ムには皆々様の会員増強のための多

くの意見・情報・アイデアを楽しみに

しております。 

ガバナー補佐訪問 
岐阜Ａグループ ガバナー補佐 

森 益男 様 

皆さん、こんにちは。 
本年度、岐阜Ａグループのガバナー 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

補佐を拝命いたしました岐阜中ロー

タリークラブの森益男です。 

本日は、岐阜中ロータリークラブの

例会並びに、例会後のクラブアッセン

ブリーにも同席させていただき、クラ

ブの方針や運営につきまして、学ばせ

ていただきます。 

また、8月21日開催予定のＲＩ2630

地区岐阜Ａグループの「Ｉ.Ｍ. 及び ガ

バナー公式訪問 合同例会」につきまし

ても、同席しております実行委員会と

共にご案内をさせていただきます。コ

ロナ禍の下、本年度も残念ながらハイ

ブリッド形式での開催となりますが、

有意義な時間となりますよう努めて

おりますので、是非、多くの皆様にご

参加いただけますようお願い申し上

げます。7 月からの 1 年間、ご指導、

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

前 例 会 の 記 録  次 回 予 定 
  

 

 

令和3 年7 月20 日(火) 

第1386回例会 第1300号

２０２１－２２  ＲＩテーマ 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ロータリーを学び会員増強に努める 

会 長 故 金 正 司 

幹 事 安 藤 篤 史 

発 行 公共イメージ委員会 

例 会 火曜日12 時30 分 

会 場 都ホテル 岐阜長良川 

事務局 岐阜市神田町2-2 

電 話 058-264-9235 

[出席] 会員総数29名（出席免除 4名）

本日出席20名 80.00％ 

[行事] クラブ奉仕部門委員長挨拶 

   ガバナー補佐訪問 

   ガバナー補佐 森益男様 

担当 会長

第１３８５回 

２０２１年７月１３日（火） 

[点鐘] １２時３０分 

[ソング] 我等の生業 

[ゲスト] ガバナー補佐 森益男様 

[ビジター]  

第１３８７回 

２０２１年８月３日（火） 

[点鐘] １２時３０分 

[行事] Ｉ.Ｍ.・合同例会について 

 担当 Ｉ.Ｍ.実行委員会

必達！！第１例会出席率 100％   必達！！年間例会出席率 90％ 
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Ｉ.Ｍ.実行委員会 
委員長 秋保賢一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｉ.Ｍ.実行委員会 
副委員長 安藤元一 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、こんにちは。私は岐阜中

ロータリークラブＩ.Ｍ.実行委員会、

副委員長の安藤です。先ほど森ガバナ

ー補佐のお話にもありましたように、

今回はリモートによる例会参加形式

で行うことになりました。よって８月

２１日午前１０時より午後０時４５

分とできるだけ短時間で実施予定し

ています。 

プログラムとしては、従来のＩ.Ｍ.

講演会・ガバナーによる卓話です。会

場はここ都ホテルの一室にて、リアル

に行い、その模様を Zoom で配信し、

それを観ていただくことになってい

ます。参加者は各クラブ会長・幹事・

職業奉仕・社会奉仕委員長、地区役員

１０数名と当岐阜中ロータリークラ

ブ スタッフ１０数名、合計４０数名を

予定しています。 

会員の皆様の参加方法としては、リ

ーフレット裏面のZoomでお申し込み

いただきたいと思います。 

ただし、Ｉ.Ｍ.実行委員会メンバー

は当日、都ホテルにてリアルな会合を

設営に協力いただきますので、ご予定

ください。また、一般会員にも応援を

お願いする場合がありますので、その

節はよろしくご協力願います。 

次に出席に関してご案内いたしま

す。ロータリークラブは出席率を大切

にされます。今回はZoom アプリを利

用したリモート参加で出席となりま

す。しかし、四つのテストではないで

すが、リモートによる参加方式は皆に

公平な方法か問われると、決して公平

とは言えないと思います。よって今回

はリモート参加ができない会員様用

に、リーフレット下の出欠回答書にあ

ります「書面での参加」にチェックい

ただければ出席扱いとさせていただ

きます。その方にはＩＭ講演会・ガバ

ナーの卓話内容を小冊子にまとめて、

後日お手元に配布することにしてい

ます。 

ホストクラブとしては、ＩＭ講演

会・ガバナーの卓話内容をできるだけ

多くの会員にお伝えすることを主と

して考えた方策であります。 

 よろしくご理解いただき、ご協力を

お願いいたします。 

 

委 員 会 報 告 

公共イメージ委員会 
委員長 吉田茂生 

ロータリーの友 7 月より、倉吉ロー

タリークラブ（鳥取）58 年皆出席の会

員を紹介します。ロータリー三大義務

の一つ「例会への出席」を大事にされ

てきた結果の大記録。 

私達もいつの日か、このような「感

動」を享受する「権利」があるのでし

ょう。 

 

クラブ奉仕部門委員長挨拶 

クラブ奉仕委員会 委員長 
副会長 安藤元一 

クラブ奉仕委員長として、親睦・公

共イメージ・会員増強・出席向上の４

委員会を担当しています。 

今年度は会長の最優先課題の1つで

ある会員増強に力を注ぎたいと考え

ていますので、皆様のご協力をお願い

し、委員会方針とさせていただきます。 

 

 

親睦委員会 委員長 田中 稔 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期、親睦委員長を仰せつかりまし

た。親睦委員会では年間 5 回の大きな

イベントを予定しております。近いと

ころですと、9 月 28 日 観月夜間例会

があります。限られた予算の中ですが

楽しく有意義な会を開催できるよう

いたします。また、スマイルボックス

について、前期に 30 周年記念事業を

実施した関係で残高がかなり少なく

なってきております。改善のためにも

積極的に投函いただけるよう声掛け

を実施いたします。 

コロナ禍でなかなか難しい状況で

はありますが、精一杯努めさせていた

だきます。1 年間よろしくお願いいた

します 

 

公共イメージ委員会 
 委員長 吉田茂生 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて委員長を仰せつかりました。 

ロータリーの友から、良い記事を見つ

けてお伝えしていきます。 

一年間よろしくお願いいたします。 
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出席向上委員会委員長 大橋哲也 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員会委員長 竹村安史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計監査 安田高志 
 

 

 

 

 

 

 

 

今期、会計監査を担当させていただ

きます。会計は、各務克郎税理士さん

なので助かります。よろしくお願いし

ます。 

 

友情と奉仕の灯を 
スマイルボックス委員会 

田辺雅範君 

安田さん、お久しぶりです。顔を見れ

てうれしく思います。もっといっぱい

顔を見せてください。 

大橋哲也君 

初孫が生まれました。女子でしたがま

だ会えていません。２４日初対面予定

です。楽しみです。 


