
 
 

   
 

   

  

本日のプログラム 次回例会のご案内 

第 2587 回 2022 年 7 月 24 日（日） 

『早朝例会』 

 岐阜羽島駅前公園清掃 

 卓話 岐阜羽島駅 駅長 田中 秀樹様 

第 2588 回 2022 年 8 月 2 日（火） 

『クラブフォーラム』青少年奉仕 

 青少年交換留学生について 

青少年奉仕委員会 虫賀 大輔 委員長 
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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 

 

 

 

会長 岩田 勝美 

本日は2022～2023年度 岐阜西濃グル

ープ ガバナー補佐 岩田 勝司様をお迎

えしての例会です。先程の会長幹事懇

談会では、会長・幹事、荒木副会長、

佐溝副幹事、柳原会長エレクトの５名が岩田ガバナー補

佐から様々な示唆を頂きました。こちらからお知らせし

たのは会員増強が順調に展開されている事、昨年度、羽

島北高校にインターアクトクラブを設立した事、羽島ク

ラブ独自の TMS、例会中継、創立55周年記念事業として

「市民講演会」を開催し、作文優秀賞の生徒との懇談会

を公開例会にしたい事等の説明を致しました。後程卓話

を頂き、例会終了後クラブ協議会にも列席いただき、ご

示唆を頂きたいと思っています。長丁場になりますが宜

しくお願い致します。 

 

国際ロータリー第 2630地区 

 2022-2023年度 岐阜西濃グループ 

ガバナー補佐 岩田 勝司 様 

2022-2023 岐阜西濃グループガバナ

ー補佐を務めさせていただきます岩田

勝司です。ロータリーの人事とは不思議なもので、クラ

ブの自主性に委ねられているのか、特に今までガバナー

からギシギシとご指導いただいたわけではございません。

特に私の様に、地区委員の経験も無いものがガバナー補

佐の役割を務めるということは、いわば初めての経験で、

負担でもあります。ただ、前回不破ロータリークラブが

ガバナー補佐藤塚氏を出した 2013-2014年度の会長と、

その後の 2019-2020年度の会長を務めさせていただいた

経験だけが私の頼りです。 

ところで私は、RI会長にもちろんお会いしたこともあ

りません。皆さんと同じ、ちょうどガバナー月信記載の

挨拶と、ロータリーの友 2022.7 月号の記事でしか知り

ません。 

高橋ガバナーとは、ガバナー月信記載の挨拶を過去、

前回例会の記 録 

会長幹事懇談 会  

会 長 の 時 間  

ガバナー補佐訪問  

 



次期 AG 会議の場などで直接耳にさせていただきました

し、お顔も存じ上げていますし声もかけていただいてい

ます。高橋ガバナーは「自己を磨き、高い職業倫理基準

と道徳心を持った真のロータリアンを育てる」ことが日

本のロータリーの理念と掲げていらっしゃいます。私は、

この点に、大変おこがましいのですが大いに共感し、こ

の一年、微力ながら高橋ガバナーを支えたいと考えてい

ます。 

ただ、個人的な感覚ですが、RI会長のジェニファーさ

んが「環境問題においてロータリーがリーダーシップを

発揮する立場に就き始めたことを重く受け止めています」

とか「ロータリーの平和構築力」とか述べられる感覚は、

私たちからすると少し遠い感覚の気がします。 

 私は、外国の方といえば、ほんの数人のアメリカ人、

カナダ人、オーストラリア人、イギリス人としか接して

いません。いずれも英会話講師という立場の方ですが、

やはり、NGO とか NPO とかの活動が盛んな国なのでしよ

うか、時々、「日本のロータリーはあまり街頭募金活動な

どされてませんね」とか「国家への納税は最低限で良く

て、むしろ使い道のわかる多額の寄付が大切なのでは」

とか「ロスアンゼルスでは警察官なんて信用されていな

いのよ」などのトークから、その考え方の根底の違いを

読み解きながら RI 会長の発言もなるほどなあ、日本人

というか私と感覚が違う発想だと感心して読んでいると

ころです。 

さて、ガバナー補佐の重要な仕事、IM を本年 10 月 6

日に開催します。テーマは、各クラブにおいてロータリ

ーの「四つのテスト」の活用例、あるいは「四つのテス

ト」を私はこう考えるとかのご意見を 9クラブから発表

していただきたいと考えています。 

実は、IM には当クラブも新入会員さんが参加します。

新入会員さんにも、ロータリーの社会奉仕、職業奉仕の

エッセンスを学んでいただくために、皆さんのクラブの

発表を活用させていただきたいなというのが、正直、私

の一方の意識でもあります。ご理解よろしくお願いいた

します。 

ロータリークラブの大切な活動は、卓話の時間を含め、

多種多様な会員さんの物事の考え方が聞けることと思い

ます。私は、せっかく与えられたこのガバナー補佐の役

割を、自分の生き方の一助にするチャンスと考え務めさ

せていただきます。皆様のご協力お願いします。 

 
出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３４名中 ２５名 ７１．４３％ 

・７月５日の補填出席率  
出席規定会員数 ３５名中 ３３名 ９４．２９％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆ガバナー補佐 岩田 勝司様（不破ＲＣ） 

本日は、格式ある例会に参加させていただきありがと

うございます。 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  西松 永根君  

加藤 隆康君  佐溝 勝樹君  平松 暁仁君  

天野 洋和君  丸山千恵さん  加藤 宗雄君  

木寺 祐樹君  松田 和彦君  安藤 賢治君  

梁 麗娜さん  川﨑 正一君  虫賀 大輔君  

柳原 望成君  荒木 義男君  青木平七郎君  

栗山 和洋君  立川  靖君  野中  学君  

小椋由美子さん 加藤 大輔君 

第2586回国際ロータリー第2630地区 岐阜西濃グル

ープガバナー補佐 岩田 勝司様 本日はお越しいた

だきありがとうございます。ご指導よろしくお願いい

たします。 

◆岩田 勝美君 

 娘の第３子が生まれました。母子共に元気です。この

子で９人目の孫です。本日出生届を出し、名前は杏莉

だそうです。 

◎仕合せ貯金 

松田 和彦君  岩田 勝美君 

 

 

委 員 会 報 告 

 

●７月２３日（土）地区Ｒ財団研修セミナーが、

12：00より岐阜グランドホテルにて開催。 

   →オンライン開催に変更となりました。 

●次回例会は７月２４日（日）『早朝例会』 

７月２６日（火）の例会変更 

７：００～ 岐阜羽島駅前清掃 

７：５０～ 例会点鐘 例会場は西松亭  

＊紺色のロータリーポロシャツをご着用下さい。 

●回覧内容 

 ①ガバナー公式訪問９ＲＣ合同例会・懇親会 及び 

ＩＭ 出欠表 

②９ＲＣ幹事会資料  

③(財)ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より『ﾊｲﾗｲﾄよねやま』 

 ④「第100回岐阜地区ＲＣ合同謡曲会」のご案内 

≪第１回理事役員会 承認事項 再掲載≫  

１）８月のプログラム  承認 下記に記載 

幹 事 報 告（第２５８６回） 

 第２回 クラブ協議会 



 
 

 第２回クラブ協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２日（火）第２５８８回 『クラブフォーラム』 

＊お祝い行事  

「青少年交換留学生について」 

◎例会後 第２回理事役員会 

 ９日（火）第２５８９回 『新会員卓話』 

丸山 千恵さん・栗山 浩幸君 

＊第１回ＩＤＭ報告 

※百万ドルの食事 

１６日（火）休会 

２０日（土）第２５９０回 『納涼例会』 

京都貴船 ひろや 

集合7：50 岐阜羽島ﾊﾞｽ・ﾀｸｼｰ 

出発8：00  

２３日（火）２０日（土）へ例会変更 

２５日（木）９ＲＣ 幹事会  【幹事・副幹事】 

２６日（金）第２回ＩＤＭ  西松亭 19:00～ 

       「新人研修」ﾘｰﾀﾞｰ 川﨑 正一 

【出席義務者 17名】 

２７日（土）クラブ研修リーダーセミナー 
岐阜グランドホテル 12:30 点鐘 

     【Ｒ研修情報委員長】 

３０日（火）第２５９１回 『新会員卓話』 

天野 洋和君・加藤 隆康君 

＊第２回ＩＤＭ報告 

８ 月 の 行 事 予 定  

各委員会の活動計画を発表し、ガバナー補佐にご指導いただきました。 

本日の例会の食事 

羽島ロータリークラブより美濃縞伝承会に協働支援

金を贈呈し、羽島市役所新庁舎議場の壁装飾に美濃

縞織を寄贈。この度、銘板の取り付けが完了いたし

ました。        （令和４年７月１４日） 


