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続き

千円と２６％ダウンしています。
活動内容ですが、クラブ内の行事は大体同様に
踏襲されながら続いています。対外的活動にお
きましては若松学園への奉仕活動は継続されて
いますが、三谷学園への散髪の奉仕活動はなく
なり、代わりの新たな奉仕活動は今のところ行
われていません。内部的には中々新しい試みが
なされないのですが、過去に卓話のベスト３の
表彰など会員が楽しめる企画がありました。
また、３５期にはわがクラブが支援している地
区の少年少女バレーボールチームのため、青少
年奉仕委員会が地区ロータリー財団の資金を利
用して全日本Ｖリーグの岡山シーガルズの選手
今年度、第３６期の会長を務めさせて頂く永
たちを招聘して直接技術指導を受ける企画をし
瀬でございます。皆様どうぞよろしくお願いい
ました。地域の方々には大変喜んでいただきま
たします。さて、皆様もすでにご存知の通り、
した。このように全体としては大きな変化はあ
私は９年前の第２７期にも一度会長をつとめさ
りません。これは会員数の減少が、新しい企画
せていただきましたが、合格点が取れずもう一
や新しいチャレンジを難しくしているのだと思
度となったのかなと思ってみます。
います。
十年一昔と言い、世の中は随分変化しています
今年度のＲＩ会長イアン・ライズリーのテーマ
から、わが北ＲＣも大きく変化しているかと思
は【ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦ
い、比較してみました。人員、予算、活動内容
ＦＥＲＥＮＣＥ ロータリー：変化をもたらす
について調べてみますと、人員において２７期
】。また、そのＲＩ会長のテーマを受け、２６
は期首３７名・期末３６名・平均年齢６４．５
３０地区の田山 雅敏ガバナーは地区活動方針
５歳・最高齢８５～４１歳。３５期は期首３０
テーマとして、【『未来を創造しよう』～１０
名期末３０名・平均年齢６４．０６歳・最高齢
８４～４３歳。人員では約２０％のダウンです。 年後のロータリーは～】と言うテーマを掲げら
れました。正にロータリークラブの現状を打破
当然予算的には、２７期の一般会計における支
しようという問いかけだと理解しました。
出は１２，６００千円、３５期の一般会計はま
先の例でも述べましたが、中々変化は起きませ
だ決算が出ていない為、３４期の一般会計の支
ん。変化をもたらすには、先ず、クラブが元気
出との比較となりますが決算額は、９，２６０
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２．ご夫人誕生日のお祝い
でなければいけないと思います。
７月 ５日 松野 みゆき 様
クラブに活力があれば、クラブは変化すること
７月２０日 永瀬
慶子 様
ができます。我が岐阜北ロータリークラブでは
今年度新しく仮称「企画委員会」なる部門の設
立を考えております。構成メンバーは直前会長、 会員表彰・委嘱状（敬称略）
現会長、会長エレクトと連続した会長からなる
・安藤 武司 前会長、小泉 宣昭 前副会長、
組織です。もちろん、希望者は是非ご参加くだ
波多野 光裕 前幹事。
さい。ここでは、クラブの５年先のビジョンを
一年間お疲れ様でした。
話し合いクラブが将来「こうありたい」という
ビジョンを描き、その実現に向けた実行項目を
具体的に上げます。会員増強、奉仕プロジェク
ト、ロータリー財団への積極的参加など長期目
標を決め、クラブの戦略計画を立てます。この
時、クラブの独自性を考慮し、ロータリーの未
来に向けたビジョンを鑑み、あらゆる世代の日
人々が参加できるようにする。つまり、誰でも
が力になれる、各々が自分で、できることから
始めるということです。必要に応じて計画に修
正を加えながら、長期目標達成に向け、クラブ
全体で取り組んでいかなければならないと思い
ます。今、ロータリーは変わろうとしています。
決議２３－３４により、クラブに自主性が認め
られることとなり、裁量権が広がりました。
ニコニコＢＯＸ（敬称略）
会員減少にも起因しますが、個人での奉仕が団
永瀬
章：今年度、皆様のご協力よろしくお
体での奉仕へ、単年度の奉仕活動が継続性のあ
願い致します。
る奉仕活動へと変化しています。
西垣 康紀：幹事努めます、よろしくお願いし
最後になりますが、行きつくところは会員増強
ます。
です。クラブが何を成し遂げられるかは、時の
松野 秀計：今年度、会計を務めさせて頂きま
会長のリーダーシップであるとともに、会長が
す。皆様のお早い会費の入金をお
自ら会員に求め実現してゆくことだと思います。
願い致します。
今年度は４名の会員増強を目標として掲げてお
家内の誕生日を祝いいただきあり
ります。会員の皆様のご理解とご協力により益
がとうございました。永瀬会長１
々岐阜北ロータリークラブの活性化が図れます
年頑張って下さい。
よう努めます。
森本 時夫：本年度、出席委員です。よろしく
どうぞよろしくお願いいたします。
長野 鉄司：今年１年よろしく。
安藤 武司：第３６期スタート、おめでとうご
出席報告
ざいます。
原尾
勝：新執行部の皆様一年間宜しくお願
会員数：30名
い致します。
出席数：26/30名
川崎 賢二：フィナーレ例会では、大変お世話
出席率：86.67%
になりました。
欠席者：4名（出席免除3名 96.67%）
榊原 典夫：新しい期となりました、宜しくお
来訪者：前田 裕弘 様
願いします。
慶祝行事（敬称略）
前田 吉彦・若山 和正・国井 省二・
１．会員誕生日のお祝い
岡田 忍・小森 保敏・小島 正三・小椋 功
７月 ４日 小椋
功 会員
・岡田 一二三・辻 博 ・小泉 宣昭・
７月 ８日 臼井 毅子 会員
井戸 憲一郎
７月２３日 長野 鉄司 会員
：本年度も宜しくお願いします。
７月２８日 前田 吉彦 会員
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委員会・同好会報告事項（敬称略）

例会行事（敬称略）続き

・松野 会計
会費の納入日、７月３１日までにお願い致し
ます。また、第一例会は出席致しますので、
請求書、必要書類の提出をお願いします。
事前にＦＡＸでの対応もさせて頂きますので
宜しくお願いします。

その中でよくよく勉強したいと思いますので、
ご指導の程お願いしまして、副会長の挨拶に代
えさせて頂きます。宜しくお願いします。
【西垣

幹事

挨拶】

・ゴルフ同好会 辻 会員
７月８日第１回例会・会費のご案内また、ゴ
ルフ同好会の入会案内をＢＯＸに入れさせて
頂きましたので宜しくお願いします。
・出席報告委員会 森本 会員
ホームクラブ１００％を目指して頑張って下
さい。

幹事報告事項（敬称略）
７月１２日に定例理事会変更になりましたので、
宜しくお願いします。
ＢＯＸの方に今年の都ホテルカードがあります
ので、旧カードは各会員で処分をお願いします。
（有効範囲広がりましたので、説明書の確認お
願いします）
麻雀同好会に付きましては、幹事会で継続審議
になりました。

今年、幹事をさせて頂きます西垣です。
当初は、忙しく会長・幹事は引き受けないとの
思いでいましたが、会員が３０名まで減り、そ
の様な中で永瀬会長が２回目の会長をなされる
と言う事で、当初はできるか不安もありました
が、ロータリークラブの為にお役に立てるかわ
かりませんが、幹事を受けさせて頂く事にしま
した。やるからには一生懸命させて頂きますの
で、皆さんのご協力を宜しくお願い致します。

例会行事（敬称略）
【前田

副会長

次回例会のご案内

挨拶】

第１６８２回 例会
クラブフォーラム
１００万＄

７月１９日（水）

担当者：出席委員会
会報・広報

７月担当

安藤

重広

今年度、副会長のお役を頂きました。
ロータリアンになってまだ８年にも拘わらず、
この大役を頂いたことに、最初は不思議に思い
ましたがおそらく、足らない事の多い私に「よ
くよくロータリアンとして、人としてもっと研
修、研鑽しなさい。」という親切心からお役を
頂けたのだと思っております。ありがとうござ
います。その期待に応えられるように、一年間、
永瀬会長を一生懸命サポートします。
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