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第2603回 2022年11月25日(金) 

『岐阜サンリバーＲＣ創立３０周年記念式典』 

 場 所：大垣フォーラムホテル 

 式 典：１６：００～１７:００ 

 祝 宴：１７：３０～２０:００ 
 

 

岐阜サンリバーロータリークラブ 

創立 30周年記念式典  
 

 
岐阜ｻﾝﾘﾊﾞｰＲＣ会長 塩津 健様 

皆さん、こんにちは。本日は岐阜サ

ンリバーロータリークラブ創立 30 周

年記念式典の開催にあたり、公私とも

にご多用の中、国際ロータリー第２６

３０地区 ガバナー高橋伸治様にご臨

席賜り、高山からは、パストガナバー

剱田 廣喜様にもお越しいただき誠にありがとうござい

ます。ご公務がおありながらご出席賜りました海津市長、

安八町長、輪之内町長、そして県議会議員安井まこと様

本当にありがとうございます。また遠く台湾からは、台

北城中ロータリークラブの皆様、鹿児島東ロータリーク

ラブの皆様にもお越しいただき姉妹クラブとして友好を

深めることができることを大変うれしく思います。そし

て、岐阜西濃グループよりガバナー補佐 岩田勝司様、

スポンサークラブであります羽島ロータリークラブ皆様、

岐阜西濃グループの会長幹事の皆様にも多数ご参加いた

だき、かくも盛大に開催できますことを心より感謝申し

上げます。 

さて、岐阜サンバーロータリークラブですが、創立は、

1993年2月28日で創立会員数33名でスタートしました

が、現在 19名と小さなクラブになってしまいました。で

すが中身は、海津明誠高等学校とのインターアクトの活

動や、国際奉仕では、ベトナム、ホーチミンにあります

ドンズー日本語学校へ奨学金をお渡しし文房具の支援を

周年事業として継続しております。本日遠方よりお越し

いただいております鹿児島東ロータリークラブ様と台北

城中ロータリークラブ様との姉妹盟約を継続し交流と友

好を深めて参ります。 

今年度のジェニファー・ジョーンズＲI会長のテーマ「イ

マジンロータリー」当地区の高橋ガバナーの提唱される

「ロータリーの心と原点」を大切に、描こう明るい未来

を」を基本方針とし、いつも一緒に笑い・夢を描き・希

望を抱き・そして成長する、わがクラブももう一度原点

に戻り、ロータリーを理解し、適応する、今の社会を生

き抜くためにみんなで智慧を絞り協力し本当の意味での

ウイズコロナ、原油価格、原材料高騰に対応できる新し

い資本主義を実現しましょう！ 

多くの仲間に支えられ、多くのロータリアンご支援をい

ただきながら岐阜サンリバーロータリーククラブは更に

成長してまいります。 

引き続き皆様のご支援ご協力をどうぞよろしくお願い申

し上げます。本日は、お越しいただきありがとうござい

ました。 

ロータリーを楽しんでください！ 

 

前回例会の記 録  

岐阜サンリバーＲＣ 会長挨拶 

 



 
羽島ＲＣ会長 岩田 勝美 

岐阜サンリバーロータリークラブ創

立 30 周年誠におめでとうございます。

当時は世界中で「拡大」の二文字が叫

ばれておりました。丁度創立 25周年を

迎える羽島ロータリークラブは、何か

大きな記念事業をしようという事で、

養老町に工場が有る不織布メーカー、サンケミカル株式

会社の浅野忠男氏が中心となり、海津郡、安八郡、養老

郡をテリトリーとする、新しいロータリークラブを創ろ

うという機運が高まって参りました。羽島ロータリーク

ラブのメンバーが対象テリトリー内の様々な知り合いに

声を掛け、創立の運びとなりました。 

クラブ名は羽島ロータリークラブのメンバーから公募

し、「太陽と川」木曽三川をイメージして「三本の川」等

から「岐阜サンリバーロータリークラブ」と名付けられ

ました。 

 特別代表は浅野忠男氏、羽島ロータリークラブ最年少

会員中島健博君が移籍し、創立総会は1993年2月28日、

羽島平安閣で行われました。同年 9月 18日、海津町文化

センターに於いて国際ロータリー第 2630 地区・多賀潤

一郎ガバナーはじめ、多くのご来賓をお迎えし 41 名の

会員の元、盛大に認証状伝達式が行われた事を懐かしく

思い出します。 

 鹿児島東ロータリークラブ、台湾城中ロータリークラ

ブとの姉妹提携。海津明誠高校にインターアクトクラブ

を創立されるなどの活躍に加え、地区への出向者も積極

的に出しておられます。加えて片野パスト会長、塩津会

長のお二人はポールハリスソサエティーを続けられるな

ど、親クラブをはるかに凌ぐ立派なクラブに成長されま

した。 

胸に付けたロータリーバッチはステータスではありま

せん。職業奉仕の高潔性を常に意識し、心の中にもバッ

チを付け、今後も 40 周年、50 周年を目指し、更なる成

長を続けられる事をご祈念申し上げ、お祝いのご挨拶と

致します。 

 

 
 

 

ご来賓の皆様 

 

 

 

 
アトラクション 

  

 
出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３２名中 ２１名 ６５．６５％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  青木平七郎君   

天野 洋和君  荒木 義男君  安藤 賢治君   

加藤 宗雄君  川﨑 正一君  木寺 祐樹君   

栗山 和洋君  栗山 浩幸君  佐溝 勝樹君   

辻井  晃君  西松 永根君  平松 暁仁君   

松田 和彦君  丸山 千恵さん 南谷 茂伸君   

虫賀 大輔君  柳原 望成君  梁  麗娜さん  

本日は、岐阜サンリバーロータリークラブ創立３０周

年のお祝いの気持ちを込めて、ご出席者全員よりご投函

いただきました。 
 

羽島ＲＣ会長 祝辞 

祝  宴 

委 員 会 報 告 

 

『中国琵琶演奏』 

奏者 ティンティン 様 

    まゆみ 様 



 
第2602回 2022年11月15日(火) 

『プログラム卓話』 

「岐阜から世界へ」 

－輸出トレンドとジェトロ活用事例－ 

岐阜貿易振興機構 ジェトロ岐阜所長 大澤 淳様 

 

 
会長 岩田勝美 

11 月 12 日（土）は岐阜グランドホテ

ルに於いて開催された職業奉仕委員会

研修セミナーに松田職業奉仕委員長と

出席してきました。出席義務の会長とし

てではなく、地区研修委員会委員長とし

ての特別出席です。 

 高橋伸治ガバナーから「職業奉仕は日本のロータリー

の心と原点」という講演がありました。 

「ロータリーの目的」の第二項に有る「職業上の高い

倫理基準を保ち（中略）職業を高潔なものとする。の概

念が職業奉仕の基本的な考え方で、職業人の心構えを言

ったものであり、実践を謳ったものではない。なので、

職業奉仕の主体は個人である。これが日本の職業奉仕の

考え方である。と言った話をされました。 

第二部は岐阜ＲＣのロータリー歴 56年、御年94歳の

辻正氏が「徳不孤必有隣」（徳は孤ならず必ず隣に有り）

と言う論語の演題で講演があり、得意のジョークで話に

引き込んで、父親が終戦の時 42 歳で大連から引き上げ

る時、ろくな治療も受けられず痛い痛いと言いながら死

ぬ直前に「正、徳を積めよ」と言った事を金科玉条とし

て、柳津町に岐阜流通センターを作り、今や 2000人・出

荷高2000億の団地になった事。開始前、隣の席で昼食を

食べながらジョークを言い合っていた辻さんの口から

「戦争をやるなら絶対勝たないかん」と初めて涙声を聴

き、ついもらい泣きしてしまいました。「自分の会社を如

何に立派な会社にするか」その為にロータリークラブに

入った。皆さんも一緒でしょと。商工会議所会頭で中小

企業を守る地銀のトップが、コンピュータ会社を作って、

自分の会社を脅かすと言った本音の話もされました。 

13日（日）は名鉄グランドホテルで次期ＡＧ・ＣＣ研

修セミナーが行われ、研修委員長として出席してきまし

た。篠原一行ガバナーエレクト、亀井喜久雄ガバナーノ

ミニーの出番もあり、次期がすぐそこまで来ている事を

実感しました。 

 

 

 

 

 

 
日本貿易振興機構（ジェトロ） 

岐阜貿易情報センター 

所長 大澤 淳 様 

１．ジェトロとは 

日本貿易振興機構（ジェトロ）は中堅・

中小企業の海外展開を支援する、経済産

業省が所管する独立行政法人です。 

経済産業省が立案した政策を実際に実行するのがジェト

ロの役目となります。 

国内 48 事務所、海外 55 か国 76 事務所のネットワーク

を有し、以下「4本柱」を軸に事業を展開しています。 

① 中堅・中小企業等の海外展開支援 

② 農林水産物・食品の輸出促進 

③ 対日投資やスタートアップの海外展開当を通じた、

イノベーション創出支援 

④ 我が国企業活動や通商政策等への貢献 

 ジェトロは様々な事業を実施しておりますが、岐阜県

内企業様のニーズに合った事業をご提案し、企業の皆様

に寄り添った支援を行うのが我々岐阜事務所の役割とな

ります。 

２．輸出トレンド 

 コロナ禍ではありますが、東海圏からの輸出は増加傾

向にあります。輸出の伸びが顕著な事例としては台所用

刃物が挙げられます。名古屋税関管内の台所用刃物（包

丁等）の2021年輸出金額は、60億円を超え過去最高を

記録しました。その要因としては、①「関」のブランド

力と品質に対する信頼性、②世界的な日本食ブーム、③

コロナ禍における巣ごもり需要などが考えられます。 

 

３．デジタルシフト  

 新型コロナ感染拡大の影響により、ジェトロが従来行

ってきた海外見本市への出展や海外バイヤー招へいとい

った事業が軒並み中止に追い込まれました。我々は中小

企業の皆様の海外展開の機会損失を防ぐために、デジタ

ルを活用した事業展開に舵を切りました。現在越境 EC

の市場が拡大していますが、その越境EC を活用してい

るのが「JAPAN MALL」事業になります。これは、世界

60 以上の連携先 EC バイヤーに商品を紹介する事業で

す。ECバイヤーとの取引は原則、国内納品・国内買取・

円建て決済で完結するため、複雑な輸出手続きが不要で

す。これから輸出に取り組まれる企業の皆様にもおすす

めの事業です。 

 また、ジェトロが招待した海外のバイヤー専用のオン

ラインカタログサイト「JAPAN STREET」も運営して

います。このオンラインカタログに商品を掲載すること

で、ジェトロが厳選した世界のバイヤー1,300社以上に、

自社商品の紹介が可能となります。 

４．ジェトロ活用事例と事業紹介 

前 々 回 例 会 の 記 録  

会 長 の 時 間  

  

プログラム卓 話  



第２回ニコニコゴルフコンペ 
ｵｰﾙﾄﾞﾚｲｸｺﾞﾙﾌ倶楽部 令和４年１１月３０日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

優 勝  堀  雅利君 

準優勝  加藤 宗雄君 

 輸出に取り組まれる際には、ぜひお近くの企業様がジ

ェトロをどのように活用したのか、という事例を参考に

していただければと思います。ジェトロ岐阜のウェブペ

ージに、県内 27 社の事例を紹介した「ジェトロ活用事

例集」を掲載しています。 

 ここで、県内企業の皆様に活用いただいている事業を

いくつかご紹介します。 

⚫ 中小企業海外展開支援プラットフォーム：中小企業

の皆様が海外へ輸出又は進出したいというときに、

現地在住のコンサルタントや弁護士等の専門家に

無料で相談できるサービス。 

⚫ 新輸出大国コンソーシアム：戦略立案から海外展開

まで、中堅・中小企業の皆様のフェーズに即した支

援を、専門家が伴走して提供するサービス。 

⚫ 外国人材活躍支援パッケージ：外国人材の採用から

定着までをパッケージで支援。同時に、ジェトロの

専門相談員が伴走してアドバイスを提供。 

 その他にも、皆様のニーズに合ったサービスをご用意

しておりますので、海外展開に関心のある皆様はぜひお

気軽に「ジェトロ岐阜」までご連絡ください。 

 
 

 
出席委員会 
・本日の出席率  
出席規定会員数 ３３名中 ２７名 ８１．８２％ 

・１１月１日の補填出席率  
出席規定会員数 ３３名中 ２１名 ６３．６４％ 

ニコニコＢＯＸ委員会 
◎ニコニコＢＯＸ 

◆岩田 勝美君  林  秀樹君  安藤 賢治君  

西松 永根君  松田 和彦君  佐溝 勝樹君  

川﨑 正一君  野中  学君  木寺 祐樹君  

天野 洋和君  平松 暁仁君  栗山 浩幸君  

梁 麗娜さん   辻井  晃君  丸山 千恵さん 

青木平七郎君  加藤 隆康君  立川  靖君  

小椋由美子さん 兼松 秋生君  山下 正弘君  

柳原 望成君  佐藤 裕昭君  荒木 義男君   

 JETRO岐阜 大澤所長様、ようこそお越しくださいま

した。会員一同卓話を楽しく聞き、勉強させていただ

きます。 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

委 員 会 報 告 

 

●11月22日（火）は休会 

次回例会は11月25日（金）『岐阜サンリバーＲＣ創立 

３０周年記念例会』です。 

●本日をもって新会員候補者の7日間告知を終了。 

●11月26日（土）Ｄ.Ｅ.Ｉ会議が13:00より、都ホテル岐阜

長良川で開催  【岩田会長・梁ＳＡＡ】 

●共同募金運動（バッジ募金）にご協力下さいました会員の

皆様にバッジを配布。 

●国際ﾛｰﾀﾘｰ第2630地区 ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学生募集 

●回覧内容 

  ①2023年国際大会日本人親善朝食会開催のご案内 

 ②ロータリー財団奨学生募集要項 

 ③第44回バギオ訪問交流の旅 募集要項 

④㈶ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会より『ﾊｲﾗｲﾄよねやま』 

≪第５回 理事役員会承認事項≫ 

●１２月の例会プログラムについて 承認  

●岐阜サンリバーロータリークラブ創立３０周年 

記念式典 ご祝儀 承認 

●安江 一則会員 出席免除届  承認  

幹 事 報 告（第２６０２回） 

 

＊＊＊＊＊ １年間 皆出席 ＊＊＊＊＊ 

柳原 望成君 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  会 員 誕 生  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

立川  靖君（ 6日） 川﨑 正一君（ 9日） 

古川 修司君（24日） 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  夫 人 誕 生   ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

古川 香苗様（07日） 栗山 佳子様（30日） 

堀 登喜子様（31日） 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  結 婚 記 念  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

林  秀樹君（11日） 安藤 賢治君（13日） 

加藤 隆康君（17日） 栗山 浩幸君（23日） 

毛利 高久君（24日） 森  輝廣君（30日） 

１２月 の お 祝 い 


