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ＡＧ訪問・次期会長担当例会
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＜会長の時間＞

井辺 一章
堺
和信
田中 晶洋

九輪草群生

田中 晶洋

＜出席報告＞

本日から、自分がどんな風に育って
きて今があるのかを話してみたいと
思います。
神岡スーパーカミオカンデまで歩
いて 10 分の跡津川という所で生まれ、
小学校は分校で徒歩 5 分、中学は漆山中学校へ 4km を毎日歩いて通
いました。
当然のように父の卒業した高校、大学へといくつもりでしたが、
ある日、隣の兄さんに「大学へいく気でいるのか、父さん大変だぞ!」
と言われ、5 人兄弟全員が大学へ進学するのは難しいだろうと思い
ました。父さんに好きな事をさせてほしいと言ったところ、好きに
していいよと言われ、高校の他に良いところはないものか？先生に
相談いたしました。
続きは次回とさせていただきます。

＜幹事報告＞
◎ガバナー、地区青少年交換部門委員長より
・交換学生「萱垣 杏花」さん
派遣先決定通知
オーストラリア９６７０地区 ホストクラブ Lake Macqire
ホストスクール Kotara High School
・夏期受入交換学生修了証書授与式及び派遣学生オリエンテーションのご案内
日
時
６月２５日（日） 午前 １１：００～
場
所
岐阜都ホテル
出席義務者
夏期派遣学生および保護者、
クラブ青少年交換担当委員長
◎次期ガバナー、地区ロータリー財団委員長より
・地区ロータリー財団研修セミナー開催のご案内
日
時
７月１５日(土) 点鐘 12:00 閉会点鐘 16:30
場
所
岐阜グランドホテル 岐阜市長良
出席要請者
2017-18 クラブ会長、2017-18 財団委員長
◎高山・デンバー友好協会より
・平成２９年度通常総会の開催について(ご案内)
日時
６月 １２日(月) 午後７：００～
場所
高山市役所 地下１階大会議室
議題
・平成 28 年度事業報告及び収支決算報告について
・平成29年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ(会報)、 可茂ＲＣ(会報)、岐阜県環境生活部人権
施策推進課長(人権だより No.69)

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

19 名

20 名

39 名

39 名

100.00%

本日

30 名

－

30 名

39 名

76.92％

＜本日のプログラム＞
お祝い
◎会員誕生日
井上 正
東 庄豪

６．１５
６．３(休会中)

◎夫人誕生日
下屋 勝比古
新井 典 仁
黒木 正 人

ひとみ さん
由 美 さん
まり子 さん

６．２０
６． １
６．１２

◎結婚記念日

塚本 直人 ６．２９

◎出席表彰
松川 英明
◎在籍周年記念表彰

◎３ヶ月表彰
・榎坂 純一
・塚本 直人

山下 直哉

６． ９

１年
なし

・大村 貴之
・松川 英明

人類に奉仕するロータリー

・萱垣 敬慈

・堺 和信

例会報告
ガバナー補佐訪問
濃飛グループガバナー補佐
長瀬 隆 様
皆様こんにちは。昨年７月
に当時の原ガバナー補佐が大
変ご迷惑をおかけしたと聞き
及んでおります。さらに、途
中交代で色々とご面倒をお掛
けしましたが一年間お世話になりました。
ＩＭ、そして特にグループの会員増強セミナーには沢山出席いた
だきありがとうございました。増強セミナーで私は新会員のグルー
プに参加しておりました。６名の新会員さんに出席いただきました
が、地区の堀塲委員長の問いに対し「会長に言われてきたのではな
く自主的に来た」と皆さんおっしゃられ、堀塲さんが「これは大変
珍しい、濃飛グループは安泰だ」とおっしゃっていました。我がク
ラブも同様、と言いたい所ですが、可児クラブ新会員４名の対象者
の内２名しかセミナー出席しませんでした。例会の出席率も大変悪
く頭を抱えています。
最終訪問で今各クラブを周っています。先日可茂クラブに訪問し
て来ました。３月に１人退会して現在会員数が 13 名という状況で、
その日は私と事務局入れて１０名、食事は１つのテーブルでという
例会でした。毎年ニコボックスを食い潰しての活動となっているそ
うです。以前ＡＧを受けさせていただいた際もそうでしたが、可茂
地区５クラブを足した会員数が高山地区３クラブの合計数より少
ない。今もそうです。なかなか会員が増えない。なんとかして沢山
入会して頂きたい。どうして増えないのか悩ましい所です。
クラブから地区委員会へ出られるとその委員会関連の事業は活
発になります。私は地区の青少年奉仕委員長を 2 年やらせて頂きま
したが、出前講座については鈴鹿クラブと高山中央クラブさんの話
しか聞いていませんでした。しかし、地区への出役有無に関わらず
西さんにも出前講座をしっかりやって頂いていると、例会前の会長
幹事さんとの懇談会で伺い、大変嬉しく思いました。ガバナー事務
所に報告します。ありがとうございました。
８年経って思わぬ形で再度ＡＧとなりましたが、先程エレベータ
ーでたまたま阪下さんに会いました。７年前ＡＧを受けた際の西ク
ラブの会長さんで、懐かしくお話しさせて頂きました。ＡＧ職を受
けなければ話した事がなかった方だと思います。ＡＧになったおか
げで知り合いが増えた、これがロータリーの良い所だと思います。
最後に、地区へ行くと「どうして西からガバナーを出さないんだ」
といつも言われます。桑月さんから剱田さんまで６年ほどでしたの
で、６年後にはぜひ西クラブさんからガバナーの輩出を、と切にお
願いしまして挨拶とさせていただきます。一年間本当にありがとう
ございました。
次期ガバナー補佐
井尾 達之 様
皆さんこんにちは。長瀬
補佐が余計な事を言わな
ければ 55 歳位で通そうと
思っていましたが、71 歳
となりました。若くいられ
る方法はないではないと
考えております。まず基本
には親が丈夫に産んでくれた、という事がありますが、物事クヨク

ヨしない、やるべき仕事があるうちは何でもやってやれ、という意
識で生活しております。故に地区委員として籍を置いたまま今回Ａ
Ｇ職をお受けして、IAC 委員会の仕事はご無礼しており、西クラブ
から出向いただいている塚本さんには ご迷惑をおかけしています。
先程例会前の会長幹事懇談会で、会員数は１増１減で出入り０と
伺いました。安定したクラブ、という印象ですが、残念なのは女性
会員が０であると。会の決め事なんでしょうか？私の所属する美濃
加茂は女性 4 名。高山さんは入れないとチラッと聞きました。
濃飛グループが安泰だと思うのは、会員増１４名。その内美濃加
茂５名と増強がうまくいっています。若い人が入ると追従して若い
人が入り平均年齢が下がります。私もクラブで上から 4 番目か５番
目となりましたが、肝に銘じている事がありまして、それは「可愛
いおじいちゃんになろう」です。うるさい事をガチャガチャ言わな
い。ただし後輩からあの時どうだった？これはどうなの？等質問が
あった際には、想いをしっかり伝えよう。それ以外には「ああだこ
うだ、あれやれ、それは違う、あれはダメ」という煩いことを一切
言わないでいよう。皆と一緒に例会出席し、楽しくロータリーライ
フを過ごして行きたいと思っています。
岐阜県に濃飛グループ有り、と言われるよう、私も頑張って参り
たいと思います。７月からどうぞよろしくお願いいたします。

会員増強について
委員長
井上 正
4 月末に担当例会にて皆さまに
ご協力頂きました入会候補者のリ
ストについて、名簿をまとめまし
た。今後少しずつ、どの様な繋が
りがあるか、入会へ向けてのアプ
ローチの経過、等を記入いただき、
委員会で整理して資料化していきたいと考えています。引き続きご
協力をお願いいたします。

クラブ活力テストについて
会長エレクト
米澤 久二
4 月 7 日のクラブ奉仕
委員会の時間に実施し
た「クラブ活力テスト」
の結果について、皆様に
配布した資料のように
とりまとめました。
回収したのが 24 件で
す。合計 1296、平均 54 ランクが C に該当します。ランク C の現状
と対策は以下のように分析されます。
ランク C の現状は 『あなたのクラブはロータリーの理念に沿
った活動を実施しており、一定の成果も挙げていますが、一部の領
域で硬直化が進みメンバーの意識にもばらつきがみられます。
』
対策として『クラブの強みと弱みをメンバー全員で再確認し、体
質改善・組織強化の中長期計画を 策定し、それに基づいて具体的
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施しましょう。メンバーのロータリアンとしての研
鑽・学習にも力を入れてください。
』
分析の結果を踏まえ、来期の活動を次のようにしたいと思います。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
テストの結果を具体的にみますと、社会貢献の項目では非常に高い
点数となっております。他方、クラブ運営・活動の成果の項目では
低い点数となっております。原因のひとつが組織と運営の硬直化と
思います。会員の創意や自主性が発揮しにくくなっていると思われ
ます。来期は中長期的にクラブ改革をどうしていくかを検討すると
ともに、会員が自主的・積極的に活動に取り組める環境づくりをし
たいと思います。
「全員の創意と工夫でわくわくするロータリーを」と考えています。

●黒木 正人さん
今日はひだしんの役員会が午後か
らありますので早退させて頂き
ます。秘密兵器の長瀬雑誌広報委
員長も休みですので、小森さん、
ロータリーの友の紹介をお願い
いたします。

＜ニコニコボックス＞
●濃飛グループガバナー補佐
長瀬 隆 様
本日はガバナー補佐最終訪問でお世話になります。一年間有難うご
ざいました。
●濃飛グループ次期ガバナー補佐
井尾 達之 様
次期ガバナー補佐です。本日はよろしくお願いいたします。
●高山ＲＣ
鍋島 道雄 様
メーキャップします。よろしくお願いします。
●井辺 一章さん、堺 和信さん
濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 様、ならびに次期ガバナー補
佐 井尾 達之 様のご来訪を歓迎致します。長瀬様におかれまして
は、突然の交代就任、また二度目の大役本当にご苦労様でした。も
う少しですがよろしくお願いいたします。井尾様におかれまして
は、次年度一年間よろしくお願いいたします。
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
長瀬ＡＧ、井尾次期ＡＧのご来訪ありがとうございます。ご指導よ
ろしくお願いします。
●小森 丈一さん
長瀬ＡＧ、一年間ご苦労様でした。井尾次年度ＡＧのご来訪歓迎致
します。
●阪下 六代さん、内田 幸洋さん
長瀬隆、井尾達之、現・次期ガバナー補佐のご来会を歓迎申し上げ
ます。長瀬様には通算 2 期に渡りご指導賜り、誠にありがとうござ
いました。
致します。
●住田 泰典さん
榎坂さんに誘われて、今月中頃に台湾に行って来ます。台北東海Ｒ
Ｃの例会に出る予定です。楽しみです。
●大村 貴之さん、田中 武さん、垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､
山下 直哉さん
日本相撲協会は 31 日、関脇高安（27・田子ノ浦部屋）の大関昇進
を正式に決めた。平成生まれの日本出身大関は初。名古屋場所は
00 年春場所以来の４横綱３大関の豪華な番付となる。秋には高山
巡業が予定されており、今から楽しみです。

座右の銘
松川 英明

『陽転思考』
私は、今まで「ポジティブシンキング」
一筋でビジネスにプライベートに生きて
まいりました。しかし、この言葉と出会って、考え方が変わりまし
た。
ポジティブシンキングは、ネガティブを排除しプラスのことだけ
を考えるという考え方ですが、これに限界を感じるようになりまし
た。物事には、必ず「表と裏」
「積極的な見方と消極的な見方」が
ありますが、表や積極的な見方ばかりにとらわれ、マイナス部分を
排除しようと考えれば考えるほど、ネガティブになってしまうこと
も多々あります。
この「陽転思考」は、
『事実はひとつ、考え方はふたつ』なので、
まずはマイナス感情を否定せず、一旦すべてを受け入れるようにし
ました。その感情を自由に感じて、その中からプラスを探して切り
替えるというふうに考えたら、随分と楽になりました。
ネガティブ事実から「よかった！」を見つけることなんです。

座右の銘
高桑 光範

『日日是好日』
中国唐時代の雲門文偃禅師の言葉です。
今日も無事に一日が終わりますように、
と日々願いながら仕事をしていますが、
現実は様々なことが起き、思い悩まされるばかりです。
でも日々好悪の出来事が起きたとしても、その日、その瞬間は、
二度とない一日、かけがえのない一瞬であり、自ら努力して日々好
日を見出していかねばなりません。好日は願って叶えられるもので
はなく、一所懸命自分らしく生きることが『日日是好日』であると、
常にこの言葉を座右に置き、これからも精進して参ります。

人類に奉仕するロータリー

