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次回の予定
第 1685 回 例会

8/9（水）

慶祝行事
クラブフォーラム（２）

クラブフォーラム（３）
１００万＄

担当：会員増強委員会

担当：社会奉仕委員会

出席報告

ガバナー挨拶

会員数：30名
出席数：21/30名
出席率：70.00%
欠席者：9名（出席免除5名

各クラブが個性を持って活動していきます。こ
れこそがＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮ
ＣＥ＝変化をもたらす その為にも、Ｃ・Ｌ・
Ｐに乗っ取り目標を達成していく為にはどうし
たら良いかよく考え、また、出席率が悪いクラ
ブに関しては会員増強は難しいので、出席した
くなる様なプログラムを作成し卓話に関しては、
一例ですが各分野の先生をお呼びして、魅力あ
る時間を作り、出席したくなる様な例会作りを
していくことが必要だと思われます。事業計画
を行う上で、財団委員長を理事会メンバーに入
れて頂くと良いと思います。会員は各地域の選
ばれた方々ですので、意見交換をしっかり行い、
出来る事から行動に移し、それぞれの方が出席
に対して１００パーセントを目指して頑張って
頂きたいと思います。

86.67%）

ガバナー挨拶（敬称略）
Ｒ・Ｉ第２６３０地区 田山 雅敏 ガバナー
・・・１０年後のロータリーは・・・
三重の地区大会では伊賀が忍者ブームで、来
られた方には阿修羅（プロの忍者）の実技を見
学して頂けますので、楽しみにしていてくださ
い。各クラブの登録を５０パーセントを目標と
すると地区大会で決議されましたので、是非出
席して下さい。
訃報ですが、アフリカのウガンダ出身のＲ・
Ｉ会長エレクトオリーさんがお亡くなりになり
ました。ウガンダでは国葬されました。世界中
のロータリーアンの２０パーセントが女性の会
員ですが、２６３０地区に関しましては３～４
パーセントしかいません。女性会員が多いクラ
ブは、例会活動が活性化し魅力あるクラブとし
て運営しています。女性の入会を促す事により、
自分自身も環境の変化に伴い新しい考え方えを
取り入れ、その結果周りの方にも、良い環境を
作る事ができます。女性一人での入会は難しく、
二人～三人友達同士での入会を促せば、会員の
増強に繋がります。上記のような内容で、女性
会員の入会、例会を二週間に一回に出来たりと、
これからのロータリーはクラブが中心となり、

続き

ガバナー補佐挨拶（敬称略）
箕浦ガバナー補佐
インターシティミーティングの意味合いについ
て、研修・親睦・クラブを超えた連携強化に努
めて下さい、とのご挨拶がありました。

http://gifukita-rc.com/
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演題：「ゴルフと私」
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めたことがあります。今年度で二回目の会長就
任です。前回会長職の合格点が取れなかったた
めの再チャレンジかな？と思っております。ど
うぞよろしくお願いいたします。
十年一昔と言い、世の中は随分変化しており
ますから、我がクラブも大きく変化しているも
のかと思い、人員、予算、主な活動内容につい
て、調べてみますと人員において
２７期 期首３７名期末３６名平均年齢６４．
５５歳最高齢８５～４１歳
３６期 期首３０名期末３０名平均年齢６４．
０６歳最高齢８４～４３歳
人員において約１７％のマイナスですが、構成
メンバー的には上手く新陳代謝ができているよ
うです。当然、予算的には、
２７期一般会計の支出は、１２，６００千円
３６期一般会計の支出は、９，５７０千円
予算規模では２４％のダウンしております。
活動内容においては、クラブ内の行事は大体、
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、児童養護施設の若松学園への奉
仕活動は継続されていますが、もう一か所の養
護施設への散髪の奉仕活動は無くなり、代わり
の新たな奉仕活動は今のところ行われておりま
せん。
また、以前はありました交換留学生の、派遣
と受け入れもここ数年行われておりません。こ
のことは、大いに資金的理由によるものです。
対外的に我がクラブの看板事業となっている『
岐阜北ロータリーカップバレーボール大会』は
今年で２７回目を迎え、地域の方々にも大変喜
んでいただき、特に昨年は、地区ロータリー財
団の資金を活用して全日本Ｖリーグの岡山シー
ガルスの選手を招聘して直接技術指導を受けま
した。子供たちは目を輝かせ、ボールに飛びつ
いていました。
このように全体としては大きな変化はありま
せん。しかし、クラブの会員数の減少が新しい
企画や多額の資金を必要とする事業の継続を難
しくしています。このことから、１０年の月日
永瀬 章 会長 スピーチ（敬称略）
は内部的にはクラブに大きな変化をもたらして
はいないが、対外的にはその奉仕活動が縮小し
ガバナー公式訪問にあたり
ています。２６３０地区の田山 雅敏ガバナー
岐阜北ロータリークラブ 会長 永瀬 章
「１０年後の夢ある我がクラブ」 と題して、 は地区活動方針のテーマとして、『未来を創造
しよう』・・・１０年後のロータリーはという
各クラブ会長よりスピーチをとのことです。
テーマを掲げられました。正にロータリークラ
来年、再来年のクラブの構成を考えると、と
ブの現状を打破しようという呼びかけだと理解
ても大変です。このように１年、２年先が見通
いたしました。
すことが難しいのに１０年先がどのようになっ
先の例でも述べましたが、中々変化は起きま
ているか、想像できません。それで、反対に１
せん。変化をもたらすには、まず、クラブが元
０年前を振り返ってみました。 実は、私は９
気でなければいけないと思います。クラブに活
年前にも、岐阜北ロータリークラブの会長を務

日本女子プロゴルフ選手権大会を含む４勝を
あげ、日本女子オープンゴルフ選手権２回目の
優勝を挙げ一時代を築かれました。ゴルフをや
っていた中で、紳士、淑女をマナー意識してプ
レーされました。幼少時代から、どのスポーツ
でもそつなく出来、運動神経がよかった事から、
中・高ではバスケットボールをし、キャプテン
も務めていました。しかしながら高校最後の夏
の足のケガをきっかけに、父親の趣味のゴルフ
をするようになり、体の使い方一つでこんなに
も明確に結果が出るスポーツに魅力を感じ、そ
のゴルフをする中で日々目標を設定しスキルア
ップする事が、スポーツの醍醐味であり、魅力
・面白さでもありました。岐阜関カントリーの
井上先生に入門許可されましたが、この時の先
生から質問されたことに対し覚悟を持ってゴル
フをやらなくてはいけないという現実を突き付
けられました。
また、プロテストに２年以内に合格をしなけ
ればならない状況の中、見事に１年目でライセ
ンスを取得しました。それから間もなく優勝し
そうになる機会がありましたが、日頃の練習を
しっかりしなければ究極の場面では勝つ事が出
来ないと感じ、練習に打ち込みました。秋田沖
中部地震でゴルフの考え方が変わり、３連覇の
時に手が震えなかったのは地震の復興、命の尊
さを思いプレーしたからだと、言ってみえまし
た。結婚後は、相手の行動を察知し考える事の
大切さをプレーにも活かし、旦那様との二人三
脚で１９勝されました。以上の事を経験され、
「人の出会いに感謝し、人にめぐまれました」
金華山の瞑想の小道に
出会いがたきひとにであうことえたり
ききがたきことを、きくことをえたり
いまそのときをえたり
その時々に出会った人には意味があり、
真剣に向き合いお付き合いをする大切さを教え
てくださいました。
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例会風景

力があれば、クラブは変化することができます。 永瀬
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。ここでは、クラブの５年先の方向を話
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
体的にクラブに提案し、次年度以降のクラブの
事業計画に反映できるようにする。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ねばなりませ
ん。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。会
員減少にも起因しますが、個人での奉仕が団体
での奉仕へ、単年度の奉仕活動が継続性のある
奉仕活動へと変化しています。
最後になりますが、行きつくところは会員増
強です。クラブが何を成し遂げられるかは、時
の会長のリーダーシップであるとともに、会長
が自ら会員に求め実現してゆくことだと思いま
す。今年度は我がクラブは４名の会員増強を目
標として掲げております。会員の理解と協力の
もとこの目標を実現し、岐阜北ロータリークラ
ブの活性化を図りたいと思います。この一年一
年の積み重ねが１０年後の夢を咲かせてくれる
と思います。
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例会風景（敬称略）
田山

雅敏
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次回例会のご案内
第１６８５回 例会 ８月９日（水）
クラブフォーラム（３）
１００万＄
担当者：社会奉仕委員会
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