
 
 

   
 

   

  

本日のプログラム 次回例会のご案内 

第 2585 回 2022 年 7 月 12 日（火） 

『クラブフォーラム』 親睦・出席 

「出席について」 野中  学 親睦・出席委員 

第 2586 回 2022 年 7 月 19 日（火） 

『ガバナー補佐訪問』◎例会前、会長幹事懇談会 

国際ロータリー第 2630地区 岐阜西濃グループ 

2022-23年度 ガバナー補佐 岩田 勝司 様 

◎例会後、第２回クラブ協議会 

事務所：〒501-6255 羽島市福寿町浅平 3-106 TEL（058）392-2888 FAX（058）391-2266 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30  例会場：西松亭  E-mail：hashima@ccn.aitai.ne.jp 
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第2584回 2022年 7月5日（火） 

『第１回例会』  

 会長就任挨拶   2022－23年度会長 岩田 勝美 

 ＊お祝い行事 ＊入会式 

◎例会後、第 1回理事役員会 

 

    
岐阜サンリバーＲＣ       羽島商工会議所 

会長 塩津  健 様            課長 大槻 幸雄 様 

幹事 岡田  哲也 様   

 

会長 岩田 勝美 

天野さん加藤さん、ご入会おめでとう

ございます。後程入会式を執り行います。 

いよいよ 2022～2023年度が始まりま

した。 

2010年～2011年度 会長をやらせていただきましたが、

勉強が足りないので 2回目の会長をさせて頂く事になり

ました。２回目幹事を引き受けて下さった林秀樹さんに

は感謝に堪えません。 

２回目の会長就任は、羽島ロータリークラブでは 35周

年、50周年に会長をして頂いた兼松秋生さんに次いで２

人目になります。 

年度方針に「ロータリーの回帰・研修・改革」を掲げ

ました。 

回帰 ロータリーの原点を考える（ステータスの回帰） 

研修 堀情報委員長（研修リーダ）による「10分セミナ

ー」の継続（折角入会した会員の退会防止策） 

改革 平松委員長のIT委員会（堀年度では 2630地区・

西濃グループで唯一） 

皆さんのご協力・努力により羽島クラブが生まれ変わ

ったと言われる事を願います。 

また、10月8日（土曜日）に竹田恒泰さんによる地区

補助金事業「羽島 RC市民講演会」が決定しました。去年

10 月頃からの準備が結実した結果ですが、折しも 55 周

年記念事業にもなります。 

例会後、松井市長に表敬訪問しますが、後援とご挨拶

のお願いをしてきます。

 

 

 

     

前回例会の記 録 

来 客 紹 介  

会 長 の 時 間  

記 念 品 贈 呈  
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６年間皆出席    １年間皆出席      会員誕生 

安藤 賢治君     栗山 和洋君      林 秀樹君 

   

 

   
野中 学パスト会長 

 
2022-23年度 会長 岩田 勝美 

今日は第一例会ですので「ロータリーの友」が皆さん

に配布されています。その６ページにロータリーの歴史

が書いてあります。紆余曲折の末、ロータリーは今に至

っています。 

世界恐慌直後の当時、「互恵クラブ」と揶揄された経緯

があり、シカゴの公園に公衆トイレを作ったのが社会奉

仕の始まり。 

12 年後にはシカゴ RC のメルビン・ジョーンズが社会

奉仕を旨とするライオンズクラブをスピンアウトして作

った。青年会議所のルーツはよく知らないが聞くところ

によればロータリーが原点らしい。 

1905 年にポールハリスによってシカゴで出来たロー

タリーは当時の三井銀行頭取、米山梅吉氏と三井物産社

長の福島喜三次氏とで 1920年、世界で 855番目、日本で

は最初の東京ロータリークラブが出来、今に至っている。  

1935年（昭和 10年）、世界で3844番目、日本で 17番目

に出来た岐阜 RCが、1968年（昭和43年）日本で 869番

目に我が羽島 RC を作ってくれた。（9 人兄弟の末っ子、

因みに長男は大垣 RC） 

教育 勤労 納税は国民の義務です。 

では、ロータリアンの義務は 

１，綱領（目的）定款細則を順守 

２，善良な成人、良い世評 

３，企業、専門職で認められた人でありテリトリー内に

住居がある 

４，職業分類を有する事（専門職または会社） 

５，例会出席する事、メイクアップをする事 

（大阪クラブで松下幸之助氏に会えなかった事。タイ

で日本人会員に助けられたこと。カナダ、ハワイで

もメイクしたこと（メイクの説明、サインではなく

委 嘱 状 授 与  

 

地区研修委員会  

岩田 勝美 委員長 

地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員会 

荒木 義男 委員 

入 会 式  

   天野 洋和 君 (４７歳)  
事 業 所：㈱天野企画／代表取締役 

職業分類：ビジネスサービス/広告企画 

所属委員会：職業奉仕委員会 

ＩＴ委員会 

親睦家族・出席委員会 

  加藤 隆康 君 (４９歳)  
事 業 所：(有)ワオン／代表取締役 

       職業分類：ビジネスサービス/介護事業 

所属委員会：国際奉仕委員会 

ニコニコボックス委員会 

親睦家族・出席委員会 

お 祝 い 行 事  

 

 

◀ 結婚記念 

 平松 暁仁会員 

 辻井  晃会員 

乾  杯  

会長就任挨拶  



実際の例会に出る事です。しかし、一番してはなら

ない事はイートアンドラン） 

6, 会費納入 

7, 機関誌購読。 

現代ではその５、６、７に限定して 

「例会出席」「入会金と年会費を納入する」「機関誌の購

読」の3つに限定され、随分簡素化されました。 

ではまず「例会出席」の大切さについてお話します。 

私が入会した時、歳は 34歳と若く、会員は丁度 60名

でした。話が通じないどころか、相手にもされませんで

したが、ひたすら出席しました。毎回例会に来てその人

と触れ合う内に、その人はどんな考え方でこの様な立派

な商売をしているか、中には懐疑的な人もいました。結

局今、そういう考え方の人の会社は有りません。 

 昔から「馬には乗ってみよ、人には添ってみよ」とい

う諺がある様に、この 35 年間ひたすらこの事だけをや

ってきた気がします。あの人が言っている事は正しくて、

その人が言っている事はおかしい。知らぬ間にそんな選

別さえ出来るようになってきたように思います。 

それに気づくためには「例会出席」しかありません。

米山梅吉翁は「例会場は道場」と言っています。 

 

次に「親睦」についてお話します。 

親睦は「同じ志を持った人たちが強固に纏まるため」

にあると思っています。親睦会やゴルフ会はそのための

手段であり、仲良くなることは結果であり目的ではない

ような気がします。しかし、私は親睦会大好きです。 

ロータリーの二つのモットー 

これは古参メンバーも知りません。 

第１モットーは「超我の奉仕」 

第２モットーは「最もよく奉仕する者、最も多く報い

られる」 

最後にこれに夫々関連する「職業奉仕」の話をします。 

職業は利己。奉仕は利他。この 2つの相対する言葉が一

緒になった不思議な言葉を、分かりやすく説明します。 

「御奉仕」と言う言葉はスーパーの安売りとか、ＢＳ

の通販で飽きるほど聞きます。あなたにとって得になる

イメージがありますが、「奉仕」＝「相手の人を喜ばす」

つまり、「自分の職業で相手に喜んで頂く」と解釈できま

す。 

私の会社「岩田鉄工所」は安売りはしていませんが、

先日もこんな事がありました。山形県から大量のさくら

んぼが男性の名前で会社に届きました。事務所の女性た

ちは社長の知り合いだと思って冷蔵庫に入れて、送り状

だけが机の上にあったので気にも留めずにいた所、12年

前に私が作った「伸助さん」と言う杖の修理依頼をされ

た方で、対応のやさしさに感謝された結果送って下さっ

たようでした。広島のもみじ饅頭、姫路の焼きアナゴな

ど全国から感謝の品が届きます。有難い話ですが、「職業

奉仕」とはこんなことではないかと思っています。 

今月末をもって社長を退任し、会長になります。 

記念に今まで無かった「社是」を残したいと思ってこ

んな言葉を考えました。 

普通の仕事は普通にやるな。普通じゃない仕事は普通

にやってしまえ。 

合言葉は『これで良いのか』 

どこへ持って行っても難しくて出来なかったり、予算

が安すぎて断られてしまうような仕事で困っているお客

さんに喜んで頂く。これこそが自身の会社の発展と「納

税」で社会をよくする職業奉仕。そんな事を日々考えて

います。 

一昨日の日曜日、今日より少しマシな朝からの雨でした

が、瀬田ゴルフコースはキャンセル料を取りませんでし

た。「また来てくださいね」と笑顔で送り出してくれまし

た。車中で、「また来たくなるよね。」と職業奉仕を強く

感じました。 

 
 

 
 

出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３５名中 ３１名 ８８．５７％ 

委 員 会 報 告 

 



羽島ＲＣ・ニコニコゴルフ同好会 

合同打ち上げ宿泊懇親会 
令和４年７月２日（土）・３日（日） 

 

 

 

 

・６月１４日の補填出席率 

出席規定会員数 ３３名中 ２７名 ８１．８２％ 

・６月２１日の補填出席率 

出席規定会員数 ３２名中 ２９名 ９０．６３％ 

二コニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆塩津  健様（岐阜サンリバーRC 会長） 

 岡田 哲也様（岐阜サンリバーRC 幹事） 

 いつもお世話になります。 

2022-23年度 岐阜サンリバーRC 会長の任を仰せつか

りました塩津と幹事の岡田です。 

羽島RCの皆様とともに社会発展に努め、奉仕の理念

を実践したいと思います。 

◆佐溝 勝樹君  西松 永根君  加藤 宗雄君  

安藤 賢治君  林  秀樹君  木寺 祐樹君  

平松 暁仁君  辻井  晃君  久米  勉君  

杉山 大地君  栗山 浩幸君  丸山千恵さん  

青木まき子さん 虫賀 大輔君  野中  学君  

柳原 望成君  堀  雅利君  荒木 義男君  

立川  靖君  川﨑 正一君  加藤 大輔君  

小椋由美子さん 青木平七郎君  兼松 秋生君  

山下 正弘君  栗山 和洋君   

新年度 第１回例会です。岩田会長の門出をお祝いし

ましょう。新会員の天野さん、加藤さん 2名の入会も

お祝いしましょう。 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君 

 2022-23年度が始まりました。回帰・研修・改革を一

年手掛けて進めて参ります。皆様のご協力、よろしく

お願いいたします。 

◆天野 洋和君  加藤 隆康君 

 本日より、よろしくお願いいたします。 

◆荒木 義男君 

  堀直前会長とクラブ奉仕に勤しみました。この 1年

たくさんの学びの機会をいただきました。皆さまのご

厚情に改めて感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

◎仕合せ貯金 

佐溝 勝樹君  堀  雅利君  杉山 大地君   

川﨑 正一君  兼松 秋生君  山下 正弘君 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

懇 親 会 

近江牛専門店 

れすとらん 松喜屋本店にて 

●例会終了後、第１回理事役員会 開催 

●７月７日（木）18:00より大垣ﾌｫｰﾗﾑにて第１回 

９ＲＣ会長幹事会 開催 

●次回例会は７月１２日（火）『クラブフォーラム』 

親睦・出席委員会担当 

卓話「出席について」親睦家族・出席委員 野中 学 

●会報綴・ﾛｰﾀﾘｰの手帳の必要な方は例会受付まで 

●本日会計と副会計の代表者名変更 

口座番号の変更はなし。 

＊前期会費の納入済の会員の皆様には会員証を配布（前期

会費納入期限１０日） 

＊2021-22年度 副会計 預託金明細を配布 

●７月のロータリーレートは１ドル＝１３６円 

●地区より、職業奉仕委員会の事業をHPへ掲載 

（2021-22浦田幸一ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度のHP情報より閲覧） 

国際ロータリー第2630地区職業奉仕特別講演会 

https://www.youtube.com/watch?v=yH9DwVyK_20 

●2023-24 年度 ロータリー青少年交換  夏期派遣学生募集

は本日をもって終了。 

●回覧内容 

①2021-22年 ガバナー事務所・地区大会事務所 閉鎖の

お知らせ 

②ガバナー任期満了に際してのご挨拶 

 ③2022-23年度 ガバナー事務所開設のご案内 

④2022-23年度ホームページ開設のご案内 

⑤2022年 地区大会事務所開設のご案内 

⑥22-23年度 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所開設のご案内 

 ⑦研修セミナー日程等のお知らせ 

⑧ロータリー文庫ホームページのご案内 

⑨第100回岐阜地区ＲＣ合同謡曲会のご案内 

幹 事 報 告（第２５８４回） 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yH9DwVyK_20

