
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会 長 挨 拶 

会長代理 副会長 安藤元一 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、新年明けましておめでとうご

ざいます。本年もよろしくお願いいた

します。今期初めて故金会長が例会を

欠席されました。よって代理として初

めてご挨拶させていただきます。 

さて、今年の正月はいかがお過ごし

でしたでしょうか？ コロナ菌の感染

拡大も先月ごろから収まりを見せ、ま

た、正月は天候にも恵まれて、コロナ

禍以前の年明けを迎えられたことと

思います。しかし、正月明けの 10 日

間で感染率が非常に高いと言われて

いたオミクロン株の影響もあり、今日

の朝刊では 6,400名の感染者が出たよ

うです。このまま感染拡大が進むよう

でしたら、後期のロータリー活動の多

くが制約を受けることになるかもし 

 

 

れません。正月早々暗い話題でしたが、

明るい話題としては 2022 年の寅年は

「厳しい冬を乗り越えて、新しい成長

が始まる年と言われています」皆様に

とっても今年は良い年を迎えられる

ことをご祈念申し上げ、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯ご発声 森益男ガバナー補佐 

 

幹 事 報 告 
幹事 安藤篤史 

新年、明けましておめでとうござい

ます。本日の幹事報告は二つあります。 

一つ目は例会の件です。今月は来週

１８日に例会があります。ご出席いた

だきますようによろしくお願いいた

します。 

二つ目は、歳末助け合い義援金の件

です。昨年末に開催いたしましたクリ

スマス夜間例会の中での募金ですが、 

 

年末に故金会長と岐阜新聞本社を訪

れ、歳末助け合い義援金として寄付し

てまいりました。こちらに領収書があ

ります。 以上、ご報告いたします。 

委 員 会 報 告 
会計 各務克郎 

新年早々恐縮ですが、会計から下半期

会費の振込のお願いです。入会から日

が浅い 4 名（藤吉会員、建部会員、吉

田会員、各務）については155,000円、

4 名以外の会員については 135,000 円

を、岐阜商工信用組合本店営業部普通

預金 2822243 宛、振込をよろしくお願

いします。詳細についてはボックスに

入れさせていただきましたので、ご確

認お願いいたします。 

公共イメージ委員会 

委員長 吉田茂生 

皆様、明けましておめでとうござい

ます。職業奉仕月間であります 1 月、

ロータリーの友より紹介させていた

だきます。「ロータリーの親睦（ガイ

散策）」、「ロータリーを知るきもとか

らくり（友愛の広場）」、「商いの中に

道徳があった江戸時代（SPEECH）」

です。歴史が好きな方には大変面白い

内容です。お時間のあるときにご覧に

なってください。 

前 例 会 の 記 録 次 回 予 定 
  

 

 

令和4 年1 月18 日(火) 

第1398回例会 第1312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 

必達！！第１例会出席率 100％   必達！！年間例会出席率 90％ 

[出席] 会員総数28名（出席免除 4名）

本日出席18名 75.00％ 

[行事] クラブフォーラム（２） 

   後期会員増強について 

担当 会員増強委員会

第１３９７回 

２０２２年１月１１日（火） 

[点鐘] １２時３０分～ 

[ソング] 君が代 奉仕の理想 

[ゲスト]  

[ビジター]  

第１３９９回 

２０２２年２月１日（火） 

[点鐘] １２時３０分 

[行事] 卓話 

担当 副幹事
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クラブフォーラム 

担当：会員増強委員会 

安藤元一会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇今期、森ガバナー補佐からの提供資

料（岐阜県）から 

岐阜県内４０クラブ中、会員数の少人

数では８・９番目。 

岐阜薄墨・サンリバー（16 名） 

岐阜城・美濃（18 名） 

岐阜エトス（21 名） 

下呂（25 名） 

各務原（26 名） 

岐阜中・羽島（28 名） 
 

○第 2630 地区資料から（12 月 31 日） 

会員平均年齢 

岐阜県 61.7 歳（63.4） 

三重県 61.8 歳 

年齢別在籍会員（ ）内 岐阜中RC 

30 歳代 1.6% （0.0） 

40 歳代 16.6% （13.8） 

50 歳代 26.6% （24.1） 

60 歳代 25.7% （24.1） 

70 歳代 22.5% （34.4） 

80 歳代 7.1% （3.5） 
※会員の平均年齢が高い。会員の 70

歳代割合が平均より高い 
 

〇当クラブの現状 

＜会計面＞ 

予算書からの現状 

予備費として259,350円となっている。

しかし、通常会費以外特別会費

590,000 円とスマイルボックス基金よ

り 120,000 円の繰り入れての予備費。

即ち、通常会費では予算が組めない状

況となっている。 

⇒事業の縮小または例会数を今以上

に減らさなければ改善できない状況 

＜人事面＞ 

理事会構成メンバーは現在 16 名。 

委員長最低 6 名 合計 22 名 

ただし、出席免除会員 5 名 

⇒次年度会長・副会長二人が出席免除

会員という現実 

会長・幹事の担い手が不足してくる。 

理想はせめて役員を毎年交代できる

最低 32 名。欲を言えば委員長を含め

た数の倍 44 名。 

 

このように岐阜中ロータリークラ

ブの現状をよく理解していただきた

い。昨年、当クラブ第３２期に入って

早々に会員増強委員会担当例会にて、

増強の必要性についてお話をいたし

ました。しかし、新型コロナ感染症拡

大の第５波により、増強どころではな

くなり、結果が出せませんでした。 

そんななか、萩野会員のご逝去によ

り会員数は２８名となりました。 

現コロナ禍で経済的にもなかなか

厳しいなかとは思いますが、後期を迎

え、最低でも二人の会員増強を目標に

会員加入にご協力をお願いする次第

です。 

友情と奉仕の灯を 
スマイルボックス委員会 

安藤元一君 
後期も前期同様によろしくご協力を

お願いいたします。 

田邊雅範君 
新年あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いいたします。 

各務克郎君 
新年あけましておめでとうございま

す。早速恐縮ですが、下半期会費の振 

込をお願いします。 

 

★誕生日おめでとうございます★ 
渡辺成洋君 
誕生日の月らしいです。娘たちに「も

うすぐ還暦だね」と言われるのに恐怖 

を感じています。 


