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会長 田邊雅範 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は第 33 期 2 回目の例会です。

クラブ奉仕関係、各委員会の委員長に

ご登壇いただきます。 

ロータリーは政治や行政には距離

を置くものとされていますが、先週の

安部元首相への事件では、政治云々以

前に、この日本であのようなテロ行為

がなされたということに驚きを禁じ

えません。安部元首相には無念な思い

もおありとは思いますが、ご冥福をお

祈りいたします。 

本日は、ゲストとして深貝ガバナー

補佐にご来会いただきました。深貝ガ

バナー補佐には、例会とクラブアッセ

ンブリーにご出席いただき、ガバナー

の今期の方針のご説明やクラブへの

ご指導をお願いいたします。 

クラブ委員会については、「これだけ

は知っておきたい ロータリーの基

礎」の 39 ページから 42 ページに掲載

されています。ここに掲載されている

「標準的なロータリークラブの委員

会」と我がクラブの委員会構成は違っ

ているところもありますが、目指すと

ころは同じと思っています。委員会構

成については次第に変化してきまし

た。大きく変わったのは、効果的なク

ラブ運営を行うため、「クラブ・リー

ダーシップ・プラン」の導入によるも

のです。しかし委員会構成が変わろう

とも、それぞれの委員会は、クラブを

活性化するために活動します。 

 各委員会の事業計画は「年次計画

書」に記載してありますが、各委員長

よりご説明をしていただきます。委員

会によっては、二つの委員会が合同で

事業を行う計画もありますが、少人数

となった岐阜中ロータリークラブが

より効率的に事業を行うための方法

として良いことと思っています。こう

いった試みはもっと進めていただき

たいと考えます。 

 また、親睦委員会では、予算は減少

していますが、より魅力的な夜間例会

なども期待していますし、同好会の 

活性化や夫人の会とのタイアップも

期待します。 

公共イメージ委員会には、岐阜中ロ

ータリークラブの社会認知度の向上

と、会員への情報伝達や会員同士の情

報交換の増加を期待します。 

会員増強委員会と出席向上委員会

は、私が最も重視する委員会で、ベテ

ランの方に委員長をお願いしました。

この二人の委員長の活動が、我がクラ

ブのこれからを担うとさえ思ってい

ます。 

ロータリー財団、米山奨学事業の委

員会には、関連の情報発信をお願いし

ます。 

会計監査には随時、会計についての

監督をお願いします。 

理事に担当していただいている、職

業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・青少年

奉仕の各委員会には継続している事

業もあります。ここのところコロナで

休止した外部との取組みによるもの

もあります。状況にもよりますが、再

開できればぜひとも実行してくださ

い。 

また、本日は例会終了後に第１回ク

ラブアッセンブリーを予定していま

す。「これだけは知っておきたい ロ

前 例 会 の 記 録  次 回 予 定 
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会 長 田 邊 雅 範 

幹 事 若曽根広康 

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26名（出席免除 2名）

本日出席18名 75.00％ 

[行事] ガバナー補佐訪問 

岐阜A グループガバナー補佐 

    深貝一仁様 

クラブ奉仕委員会関連委員長挨拶 

担当 会長 

第１４１１回 

２０２２年７月１２日（火） 

[点鐘] １２時３０分～ 

[ソング] 我らの生業 

[ゲスト] 岐阜Aグループ 

ガバナー補佐 深貝一仁様 

（岐阜長良川ロータリークラブ）

[ビジター]  

第１４１３回 

２０２２年７月３０日（土） 
[点鐘] １０時００分 
[行事] ＩＭ ガバナー公式訪問 

岐阜Ａグループ合同例会 

於 岐阜グランドホテル

担当 会長 
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ータリーの基礎」の 47 ページに記載

されています。今回は年度初めのクラ

ブアッセンブリーですので、各委員会

より今年度の事業計画を発表し、それ

について参加者のご意見をお伺いし、

調整を図るものです。理事・役員、委

員長様方の参加をお願いします。 

 

ガバナー補佐訪問 

岐阜Ａグループ 

ガバナー補佐 深貝一仁様 

（岐阜長良川ロータリークラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ガバナー補佐卓話はHPへ掲載いた

します。 

 

幹事報告 

幹事 若曽根広康 

・本日の例会では、委員長就任の挨拶

をお願いします。 

・例会後のクラブアッセンブリーでは、

年次計画書に基づき今年度の委員

会事業計画及び予算について報告

をお願いします。 

・地区大会のお知らせが届きました。

10 月 22 日・23 日、都ホテル岐阜長

良川及び長良川国際会議場にて開

催されます。出欠の返信を 7 月 31

日までに交通手段と共に事務局ま

でお知らせください。 

 

クラブ奉仕委員会関連 
委員長挨拶 

クラブ奉仕委員会 

委員長 安田高志 

委員長・会員がお互いに協力してク

ラブ活動が楽しく実施されることを

願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員会 委員長 安藤篤史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会 委員長 森益男 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、会員増強委員長として副委

員長の伊藤善男会員と共に務めさせ

ていただきます。田邉会長は本年度

「出席率の向上」と共に「会員増強」

を重点目標として掲げておられます。

当委員会としては本年2回ずつのクラ

ブフォーラムとファイアサイドミー

ティングを予定していますが、内容や

運営には今まで以上に効果が上がる

ように考えたいと思っております。1

年間よろしくお願いいたします。 

 

出席向上委員会 委員長 安藤元一 

 今期、２度目となります出席向上委

員会を担当することになりました。 

５年前の渡辺会長は当クラブの例会

出席率を上げるため、この委員会を立

ち上げられました。それを受け、例会

場の掲示板下に出席率向上に向けた 

 

 

 

 

 

 

 

 

スローガンを掲げました。結果的には、

ある日の一日だけでしたが、一人だけ

欠席者が出て出席率 100％例会は叶い

ませんでした。今期こそ 100％例会開

催を目指したいと考えますので、皆様

のご協力をお願いいたします。 

また、今期は例会出席優良会員表彰

を設け、予算をいただきました。メー

キャップを含め 100％出席会委員を対

象に表彰するものです。100％出席達

成者の人頭割にて表彰しますが、人数

によって記念品、または、ショップカ

ードなどを考えています。皆さん、今

期年間例会 100％出席を目指し、また

出席率 100％例会開催にご協力をお願

いいたします。 

職業奉仕委員長 三宅裕樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前回例会のご挨拶でも述べました

が、今期は難解な職業奉仕を敢えて別

の切り口から考えてみたいと思いま

す。9 月 27 日の夜間例会は是非ご参加

ください。 

社会奉仕委員会委員長 大橋哲也 
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国際奉仕委員会委員長 渡辺成洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度、国際委員長に就任いたしま

した、渡辺成洋です。本年度の事業計

画はまだ正確には確定しておりませ

んが、10 年なんとか続いた国際事業を

継続できるよう本年度も努力いたし

ます。そして、地区の WCS 補助金も

受給できるよう努力いたします。 

ロータリー財団委員会 

委員長 故金正司 

1． 地区財団セミナー（7 月・11 月）

への研修において情報をクラブに持

ち帰り発表します。 

2． ロータリー財団月間（11 月）での

クラブへアプローチを実行致します。 

3． 日本財団、2630 地区での基金の活 

用方法の解説と財団の役割と現状を

お伝えします。 

4． 10 月 24 日世界ポリオデー、1 月

19 日インドポリオデーでの活動を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計 篠田たつゑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度会計を務めさせていただき 

ます。副会計の各務様と連携を取り、

速やかな会計報告に努めます。 

会計監査 秋保賢一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友情と奉仕の灯を 
スマイルボックス委員会 

深貝一仁様 

今期一年間お世話になります。よろし

くお願いいたします。 

若曽根広康君 
深貝ガバナー補佐様、本日はお越しい

ただきありがとうございます。 

渡辺成洋君 
田邊会長の船出です。祝！！ 

国際奉仕委員長として務めさせてい

ただきます。 

 
◆ 第 1 回 クラブアッセンブリー議事録 ◆ 
◇審議事項 

第 1 回クラブアッセンブリー議事録 
日時：2022 年 7 月 12 日 
【議事 1】 会務報告 
年次計画書Ｐ33～P36 参照。報告。 

【議事 2】 第 33 期委員会事業及び予算報告 
年次計画書に基づき委員会事業計画及び予算につい

て報告 
事業方針についての補填内容 

・クラブ奉仕委員会  
役員と委員会とのパイプ役でありお互いをサポート

する。 
・親睦委員会 

3RC 合同夜間例会、今期ホストクラブ。 
岐阜中・東合同例会を支援する。 
夫人の会との合同開催を計画する。 

・公共イメージ委員会 
インスタグラムによるクラブ活動、会員情報の発信を

する。 
・会員増強委員会 
奉仕例会等に入会希望者並びに候補者に参加しても

らう。 
例会にガバナーを招いて卓話をしていただく。 

ＦＭの開催のあり方について再考する。 
・出席向上委員会 
メーキャップを活用していただき、出席率 100％を目

指す。 
・職業奉仕委員会 
今までと違う目線で職業奉仕というものを考える。 

・社会奉仕委員会 
粕森公園清掃を通じ、橿森神社について知る。 

・国際奉仕委員会 
地区資金や補助金を活用して事業活動に生かす。 
今までの活動及び功績を残すためにも、活動内容を時

系列で週報に掲載する。 
・会場監督 
例会での会場レイアウトを見直す。 

【出席者】田邊雅範 安田高志 若曽根広康 藤吉一郎

篠田たつゑ 故金正司 安藤篤史 三宅裕樹 
 大橋哲也 渡辺成洋 吉田茂生 森益男 安藤元一

森井脩次 
【欠席者】安澤嘉崇 市橋英二 各務克郞 大島康之 
 長井義夫 秋保賢一          （敬称略）

【次回日時】 
 2023 年 1 月 31 日(火) 13:30～ 

(第 2 回クラブアッセンブリー) 


