
 

 
 

 

第 2540 回 2021 年 7 月 13 日（火） 

『クラブフォーラム』 親睦・出席  

＊入会式 

◎例会後、第１回理事役員会 

第 2540 回 2021 年 7 月 20 日（火） 

『プログラム卓話』  

新会員卓話 

Weekry Report. No.2277 

 
第2539回 2021年  7月 6日（火） 

◎例会前 会長幹事懇談会 

『ガバナー補佐訪問・第１回例会』 入会式 

岐阜西濃ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  ｶ゙ ﾊ゙ ﾅー 補佐 後藤 博美様 

◎例会後、第２回クラブ協議会 

 

 
岐阜ｻﾝﾘﾊ゙ ｰRC 会長 竹内 正明様／幹事 水谷 俊彦様  

  
 

 

 

 
会長 堀 雅利 

皆様、こんにちは 

今月より羽島ロータリークラブ会

長を拝命いたしました堀雅利です。

まだまだ未熟な身であり甚だ恐縮で

はございますがクラブ発展の為に誠

心誠意尽力させていただきますので

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

羽島ロータリークラブ第2539回、いよいよ2021-2022年

度クラブ活動の開始となりました。活動が満足に行えな

かったこの１年半を考えますと、このように例会が無事

開催され非常に感慨深い気持ちでおります。思い起こせ

ば、この１年半未知のウィルスに世界は翻弄され続けて

来ましたが、当クラブも昨年度は例会 43 回中 10 回が取

りやめとなり、重要行事もほぼ行えないような状況でし

た。 

先般の新旧理事役員合同懇談会に於きましても、前年

度会長幹事理事役員・委員長の方々から口惜しい思いを

したとお聞きしたと同時に、尚更の事、今期の活動を応

援したいと温かいお言葉を頂きました。 

堀：４年半、幹事荒木：３年、二人合わせて７年半と、

非常にロータリー経験の浅い二人ではございますがクラ

ブ発展の為に邁進する所存ですので、改めまして皆様ど

うかご支援ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

そして、本日は2021-2022 年 度 浦田ガバナーより新年

度にむけてのメッ セージを賜っておりますので代読させ

ていただきます。 

『皆さんこんにちは、新しい年度が来ました 希望の日で

す コロナに打ち勝ち 本来のロータリーに立ち返るため

前 回 例 会 の 記 録  

会 長 幹 事 懇 談 会 

会 長 の 時 間  

来  客  紹  介  



の日です 原点を思い出しましょう ロータリーの基盤は

親睦にあり ロータリーの親睦は例会に出席することから

始まります 例会は自己の意識を成長させる場であり例会

に出席することによって見識が広がりこころが磨かれ奉

仕のきっかけを得ることができます 入りて学び出でて

奉仕 例会のゴングと共に さぁ皆さん 私が申し上げた 日

本らしい超我の奉仕を胸に復活しましょう。』 

国際ロータリー第2630地区ガバナー浦田 幸一 

続きまして、2021-2022 年度会長方針を発表させていた

だきます。 

「研鑽しよう超我の奉仕 涵養しようロータリー」です。 

本日は各行事が目白押しですので、クラブの活動目標

と共に次回例会にて詳しく方針発表をさせていただきた

いと思いますが、RI 会長、浦田ガバナーの想いでありま

す「超我の奉仕」を共に連動した方針として活動をして

いく所存でございます。 

最後に嬉しいお知らせです。本日４名、次週１名と計

５名の新入会員が加わり、総勢３３名、平均年齢「５６

歳」という事となりました。 

岐阜西濃 G におきましては会員平均年齢６０歳を上回

っていると伺っておりますので、直近最も平均年齢の若

い羽島ロータリークラブの平均年齢が更に若くなる事に

なります。 

これには、活気が出てくる事を楽しみにしているのと

同時に、入会５年未満の会員が非常に多くなりますので、

先輩諸氏にご協力いただき互いにコミュニケーション機

会を増やし研鑽しながら自己とクラブを高めあう、そん

な環境を作っていきたいと考えております。世間が未だ

不透明な様相を呈する中、ロータリー活動が出来る幸せ

を感じつつ、皆で明るく活気ある羽島ロータリークラブ

を謳歌いたしましょう！ 

以上、会長の時間を終わります。 

 

   
５年間皆出席         会 員 誕 生 

安藤 賢治君    横山 方彦君 / 林 秀樹君 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 祝 い 行 事  

入 会 式  

  川
かわ

﨑
さき

 哲也
てつや

 君 (４９.歳)  
           事 業 所：株式会社 ディール 

               ／代表取締役 

職業分類：建設/産業廃棄物処理 

所属委員会：国際奉仕委員会 

親睦家族・出席委員会 

 

  栗山
くりやま

 和洋
かずひろ

 君 (４９歳)  

           事 業 所：有限会社 ハウスネット 

               ／代表取締役 

職業分類：不動産/不動産管理 

所属委員会：職業奉仕委員会 

親睦家族・出席委員会 

 

  古川
ふるかわ

 修司
しゅうじ

 君 (４８歳)  
           事 業 所：株式会社  

フューチャースタイル  

                ／代表取締役 

職業分類：アパレル/小売業 

所属委員会：青少年奉仕委員会 

親睦家族・出席委員会 

 

  佐藤
さとう

 裕
ひろ

昭
あき

 君 (４３歳)  

           事 業 所：佐藤産業 有限会社  

               ／代表取締役 

職業分類：運輸/運送 

所属委員会：社会奉仕委員会 

親睦家族・出席委員会 

 

結 婚 記 念 

横山 方彦君 

平松 暁仁君 



 

 

 
国際ロータリー第2630地区 

ガバナー補佐 後藤 博美様 

2021～2022 年度の岐阜西濃グルー

プガバナー補佐に指名されました、

岐阜サンリバーロータリークラブの

後藤博美でございます。会員諸兄に

おかれましては、今年度一年間ご指

導ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。 

2 年続きの世界的地球規模のコロナ禍の中ロータリー、

地区、日本、世界におけるロータリー活動が様変わりを

続けております。アメリカで行われるガバナ―エレクト

研修に始まり地区の行事、会長エレクト研修セミナー

（ＰＥＴＳ）・ＡＧ，ＣＣセミナー、地区研修協議会な

どすべての行事が Zoomセミナーと成り会員同士の直接対

話ができなくなっています。 

6 月に行われる台湾での世界大会もウェブ大会に決定

いたしました。世の中コロナ禍により多くの行事、働き

方、生活様式もが様変わりしました。今後ロータリーに

できることの模索の始まりです。 

2021～2022年国際ロータリー会長  

シェカール・メータ会長 インド（西ベンガル州） 

Calcutta-Mahanagarロータリークラブ所属 

奉仕しょう みんなの人生を豊かにするために「SERV TO 

CHANGE LIVES」のテーマが、発表されました。共有するロ

ータリーのビジョンに導かれながら、大きな夢にむかっ

てくださいと言われています。皆さんは、計画を立て、

目標を定め、その目標を達成するようロータリアンにイ

ンスピレーションを与えてやる気を引き出します。その

目標とは、会員を増やしてロータリーの参加基盤を広げ

るという目標、そして、世界に奉仕してより大きなイン

パクトをもたらすという目標です。皆さんは、地区のロ

ータリアンおよびローターアクターと目標を分かち合い、

「もっと行動し、もっと成長する」 

RI第2630地区ガバナー 浦田 幸一ガバナーは地区方

針に「つねに超我の奉仕を胸に」 

地区目標 １，RI 会長テーマ「奉仕しよう みんなの

人生を豊かなするために」を強調推進し、「超我の奉仕」

を理解し奉仕を実践する ２，重要課題としてRI戦略計

画の推進 ３，会員増強・会員維持・クラブ拡大 ４，

RI ロータリー賞への積極的なチャレンジ ５，青少年育

成の推進 ６，ロータリー財団補助金の積極活用と寄付

への理解・推進 ７，米山記念奨学事業への参加と支援

８，例会はロータリー運動を支えるものと考え、有意義

な例会開催を行い、積極的な出席を促す。を基にガバナ

―と岐阜西濃グループ各クラブとのパイプ役となり、岐

阜西濃グループ９クラブの益々の発展に尽力して参りま

すので、皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願い申し

上げます。  

 

 

乾  杯  

卓  話 

 

松田 和彦 

パスト会長 

発声は 

「頑張ろう！！」 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出席委員会 
・本日の出席率  

出席規定会員数 ３１名中 ２６名 ８３．８７％ 

・６月１５日の補填出席率 

出席規定会員数 ２８名中 ２２名 ７８．５７％ 

・６月２２日の補填出席率 

出席規定会員数 ２７名中 １９名 ７０．３７％ 

 

ニコニコＢＯＸ委員会 

◎ニコニコＢＯＸ 

◆ガバナー補佐 後藤 博美様 

 今日はガバナー補佐訪問に伺いました。一年間 

宜しくお願い致します。 

◆竹内 正明様 水谷 俊彦様（岐阜ｻﾝﾘﾊ゙ ｰRC 会長･幹事） 

 大変お世話になります。宜しくお願い致します。 

◆岩田 勝美君  安藤 賢治君  加藤 宗雄君  

柳原 望成君  林  秀樹君  川﨑 正一君  

青木平七郎君  横山 方彦君  小椋由美子さん 

安江 一則君  佐溝 勝樹君  西松 永根君  

野中  学君  平松 暁仁君  森  輝廣君  

木寺 祐樹君  山下 正弘君   

本日は「ガバナー補佐訪問・第１回例会・入会式」です。 

岐阜西濃グループガバナー補佐 後藤 博美様 よろ

しくお願いします。 

新会員の皆様、ご入会おめでとうございます。 

◆堀  雅利君  荒木 義男君  柳原 望成君 

2021-2022年度羽島ロータリー宜しくお願いします。 

◆加藤 宗雄君  西松 永根君   

 羽島ロータリークラブ・ニコニコゴルフ同好会合同打

ち上げ旅行でのゴルフで、同伴者に恵まれ、お天気にも

恵まれ優勝・準優勝することができました。 

ありがとうございました。 

◎仕合せ貯金 

 堀  雅利君  荒木 義男君  安藤 賢治君  

森  輝廣君  川﨑 正一君  虫賀 大輔君  

 
 

 
 

 

 

 

委 員 会 報 告  

幹 事 報 告（第２５３９） 

 
●本日例会終了後、第２回クラブ協議会が開催 

●７月１２日（月）１８：００より大垣フォーラム 

にて第１回９ＲＣ会長幹事会が開催 

●次回例会は７月１３日（火）『クラブフォーラム』 

 親睦・出席委員会担当 

例会後、第１回理事役員会が開催 

●６月２９日（火）に新旧会計の引き継ぎを行う。 

●2021-22年度地区補助金事業が国際ロータリー第2630

地区ロータリー財団部門委員会において承認 

●７月５日、会長・幹事で関係官庁（市長）表敬訪問 

●会報綴・ﾛー ﾀﾘー の手帳の必要な方は例会受付に用意 

●本日会計と副会計の代表者名変更 

本会計は「会計 川﨑 正一」 

副会計は「副会計 林 秀樹」に変更 

口座番号の変更なし。 

＊前期会費の納入済の会員の皆様には会員証配布 

＊2020-21年度 副会計 預託金明細配布 

●７月のロータリーレートは１ドル＝１１１円 

●回覧内容 

①21-22年度 ガバナー事務所開設のご案内 

②2021年 地区大会事務所開設のご案内 

 ③2020年地区大会事務所閉鎖のお知らせ 

④21-22年度 ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

⑤研修セミナー日程等のお知らせ 

⑥各務原RC、各務原かかみのRC合併のお知らせ 

⑦ロータリー文庫HP（ホームページ）利用方法 

第２回クラブ協議会   

各委員会の活動計画を発表し、ガバナー補佐にご指導頂きました。 


