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■会長の時間  会長：小原 岳史 

◇皆さん、こんにちは。例会出席お疲れ様です。 

私が所属している税理士会では研修を受ける義務が課

されていて一定時間以上の研修を受ける必要がありま

す。税金に関する研修が多いのですが、先日岐阜県人権

啓発センターの人権に関する研修会がありましたので

紹介をしたいと思います。今、いろいろなハラスメント

があります。例えば、パワハラ、セクハラ、マタハラ（マ

タニティーハラスメント）、キャンハラ（キャンパスハラ

スメント：大学での学生に対する）スモハラ（スモーク

ハラスメント：喫煙に関わる）、ジェンハラ（ジェンダー

ハラスメント：性に関する固定観念や差別）など最近コ

ロナハラスメントが問題になっています。コロナハラス

メントというのは医療従事者や感染者とその家族に対

する差別や偏見を言います。例えば、看護師の母親が保

育園に子供を送った時に保育士から教室に入ることを

拒まれたり、インターネットで感染者を名指しするよう 

 

 

 

 

 

な書き込み、感染者に関する情報が SNS で拡散された

事例があったそうですなぜ、このようなことが起きる

かですが、ウィルスという見えない敵への恐れや不安

から特定の対象（この場合は医療従事者とコロナ感染

者ですが）を見える敵とみなして憎悪の対象として、そ

れを偏見・差別することによってつかの間の安心感が

得られるという心理が働いているからです。あと、同調

圧力というものですが、日本社会は個人より集団の秩

序が重んじられる傾向があるので同調圧力が生まれや

すくて、これが差別を正当化して自粛警察など過激な

批判や誹謗中傷に繋がります。コロナハラスメントを

克服するために必要なことですが、正確な情報を得る

ことです。ニュースや SNS の情報は全て正しいとは限

らないそうです。間違った情報を拡散すると不安をあ

おって差別や偏見を強めることになるので一人一人が

確かな情報を知るようにすることが大切です。その他

のいろいろなハラスメントなどの偏見・差別を生まな

いために必要なことですが、アンコンシャスバイアス

と言って自分自身が無意識の偏見を持っていることに

気づくことが必要です。例えば、消防士を筋肉質で運動

神経の良さそうな男性とイメージしたり、看護師を白

衣を着た優しそうな女性とイメージしたりすること

で、自分自身では気づいていない偏見で、アンコンシャ

スバイアスは誰もが持っています。これに気付いて外

に出さないように努力することが必要です。もうひと

つが相手の立場になって考えることです。これは他人

を思いやることかと思いますが、これはロータリーの

奉仕理念の実践になります。ロータリーでの学びを社

会で実践して、ハラスメントに繋がるような行動をし

ないようにすることが大切かと思います。 

 

 

本日のプログラム  

第２５６９回５月７(金)12：30～ 

クラブフォーラム 

担当：ロータリー財団委員会 

 

 

 

次回のプログラム  

第２５７０回５月１４日(金)12：30～ 

ゲスト卓話 

講師：加藤 慎康 様 

 

≪四つのテスト≫言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか。２．みんなに公平か。３．好意と友情深めるか。４．みんなのためになるかどうか。 

 

 

前例会の記録 

第２５６８回 ４月２３(金)１２：３０～ 

 

 ◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：小原 岳史 

◇ロータリーソング・・・・・・“日も風も星も” 

◇四つのテスト唱和 

◇会長の時間・・・・・・・・会長：小原 岳史 

◇21年度地区協議会研修セミナー報告 

担当：次期会長・次期各委員長 

 

 

  

 

会員卓話：水谷美紀さん・大脇ちさとさん 
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♥おめでとう 

ございます！ 

♥おめでとう 

ございます！ 

 

奉仕理念の実践になります。ロータリーでの学びを社会

で実践して、ハラスメントに繋がるような行動をしない

ようにすることが大切かと思います。 

 

 

 

出席委員会        担当：藤川 敬太 

例会日 総員数 出席 補正 出席率 

本 日 ３５名 ２５名 ０名 ７１.０５％ 

先々 週 ３５名 ２９名 ０名 ７６.３１％ 

親睦活動委員会      担当：酒向 信幸 

◇４月度の結婚記念日お祝い 

                    

 

 

 

 

    

                
                   

９日 安藤 摩里さん  １０日 石田 公司 君 

１０日 亀井 俊哉 君   １４日 堀野 義夫 君 

２１日 林  松美 君   ２１日 小川 恒雄 君 

２３日 渡辺 孝美 君               

プログラム委員会     担当：鈴木 玄二 

◇５月度例会行事のご案内 

5月 6日(金)12：30～ ＣＦ・ロータリー財団委員会 

5月 14日(金)12：30～ ゲスト卓話 講師；加藤 慎康 様 

5月 23日(日)11：00～ 植樹例会・リバーポートパーク 

5月 28日(金)12：30～ 会員卓話 担当：佐久間良直 君 

ロータリー情報委員会   担当：西田 逸夫 

◇５月度ＩＤＭのご案内 

日  時：５月１４日(金)１８：３０～ 

ホ ス ト：濱田 龍一君 リーダー：勝川 生年君  

メンバー：福井 哲朗君 小原 岳史君 

 水谷 美紀さん 大脇ちさとさん 

※４月度は多くの参加希望者が集まりましたが、コロナ

感染予防対策に引き続き自粛して頂きたく、指名された

メンバー内での開催をお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ委員会   担当：佐合 淑美 

小原 岳史君：先週の地区協議会参加の皆様ご苦労様で 

した。本日は宜しくお願い致します。 

石田 公司君：結婚記念日祝御礼。研修お疲れ様でした。 

佐々木 晃君：先週は次期新役員の皆様、自宅での Web 

参加・安藤君事務所での地区協議会研修ご苦 

労様でした。私は安藤君事務所で参加でした。 

アリガトウです。 

堀部 道朗君：これで、オリンピックやるかな？ 

井尾 達之君：先週メンテナンスご苦労様でした。 

勝川 生年君：島田さん、ＩＤＭお世話になりました。  

大矢 政敏君：ゴルフクラブのグリップ交換を、自分で 

行いましたが、指を切っておまけに５番アイア 

ンのグリップがパター用のグリップでした。 

昨日練習しましたがとても感じ良かったです。  

同 

文 

山田  彰君：先日は、地区協議リモートにて安藤さんの 

ワ－クスペースをお借りしました。とても快適な 

場所を提供いただき、感謝、感謝です！ 

大野 博文君：先日は、メンテナンス例会お疲れ様です。 

豊田   暁君：島田さん、ＩＤＭご招待有難うございまし 

た。お腹一杯、胸一杯になりました。 

酒向 信幸君：今日は、藤川様、島田様には大変お世話に 

なりました。 

大脇ちさとさん：先日は、島田さん有難うございました。 

藤川 敬太君：職業奉仕の為、早退させて頂きます。 

水谷 美紀さん：島田さん、ＩＤＭご招待ありがとうござ 

いました。とても楽しい時間でした！ 

島田 紳助君：本日の CA宜しくお願い致します。 

高井 文洋君・藤吉 紀美君・佐久間良直君 

堀野 義夫君・西田 逸夫君・山口 正子さん 

福井 寛悦君・鈴木 玄二君・安藤 摩里さん 

佐合 淑美さん 

 

◎幹事報告   幹事：石田 公司 

☆他クラブ例会変更 

高山西ＲＣ→4月 30日(金)・5月 7日(金)は休会 

5月 28日(金)は 29日(土)地区年次大会の為 

各務原かかみのＲＣ→4月 28 日(木)・5月 5日(木)・ 

5 月 19日(木)は休会 

☆第４４回インターアクト年次大会開催のご案内  

日時：８月１日(日)１１：３０受付～２０：００  

＊コロナ感染防止対策の為、１日のみの開催 

場所：岐阜グランドホテル 

ホスト校：岐阜県立加納高等学校  

ホストクラブ：岐阜南ロータリークラブ 

出席要請者：次期会長・次期幹事・次期ＩＡ委員長  

☆５月９日(日)開催予定のＩＡ教師部会はコロナウイル 

スの感染拡大増加の為中止となりました。 

☆次週３０日は休会となっています。例会はありません。 

５月の第１例会７日(金)11：30 より、５月度の定例理事

会を開催いたします。追ってご案内。 

 

 

 

◆次期会長・・・・・・・・佐久間 良直 君 

          ◇地区協議会にご参加頂きました 

          皆様有難うございました。今期のガ 

バナーは伊勢中央ロータリークラ 

ブの浦田幸一様です。私は次期会長 

ということで、分科会で地区戦略計 

画について拝聴してきました。その 

中でガバナーが掲げていることを 

お伝えします。①会員維持・増強と

クラブの基盤強化を推進する。②ロータリーの職業奉仕の

理念を考え、日本人として長きに亘って社会生活の中で培

われてきた日本のロータリー文化を維持推進する。③ロー

タリー財団への寄付を奨励する。④公益財団法人奨学会の

支援を推進する。この４つの事については、先ず会員維持

について基盤強化ですが、新型コロナウイルス感染症に関 

地区研修・協議会の報告 

委員会コーナー  

  

💛おめでとう 

ございます！ 
同

文 

 



 する警報が発令されています。これから全く見通しが出

来ません。ですので、実際の活動がどうなっていくのか

分かりません。が、出来ることを視野に入れて計画を立

てて行かねばなりません。今期の親睦活動も計画通りに

開催されていません。クリスマス会、新年会は中止され

ました。昨年１１月には鳥羽ロータリークラブの皆さん

を招いて、交流懇親会を開催しました。来期は、会員相

互の親睦を深めるために、懇親会を増やしたいと考えて

います。具体的に言います、家族親睦旅行はやはり緊急

事態宣言とかこの状況ですので、中々難しいのではない

かなと思います。次年度は旅行に関しての計画は控えま

す。その分、懇親会の回数を増やして参りたいと考えて

います。次に職業奉仕に関して次期ガバナー掲げられて

います「つねに超我の奉仕を胸に」は日本的な考え方で、

それは近江商人の「三方よし・売り手によし、買い手に

よし、世間によし」という近江商人の理念に踏まえた職

業倫理を基に活動を行っていきたいと考えます。ロータ

リー財団支援に関しては、当クラブは年次寄付１００％

達成しています。来期に関しても皆様のご協力を願いし

ます。財団に関しては先回も勝川さんからお話のあった

様に、来期当クラブが中心となり、タイ国への最新医療

機器及び医療従事者の研修という国際奉仕プロジェク

トを行ないたいと考えています。これは美濃加茂ＲＣ、

勝川さんを中心として他３クラブ合同での奉仕活動と

なります。これから定期的にこの活動について話し合い

をして参ります。次に米山記念奨学ですが、先週、メン

テナンス例会で参加して下さいました今期受け入れの

米山奨学生(趙 彗仁)さんにもおいで頂きました。井尾

さんにはカウンセラーをお願いしています。大変感じの

良い方です。韓国釜山市の出身で、ご実家は獣医さんで

す。来月の初めに例会に出席して頂き、奨学金をお渡し

いたします。各奨学生は日本の懸け橋として活躍して頂

くことを目標としています。我々も世話クラブとして親

善と平和に寄与出来るよう配慮して参りたいと思って

います。それから、ペッツの時に言われたことですが、

来年の３月の５日、６日に伊勢市で地区大会が実施され

ます。フル開催を目指しますとのことです。伊勢市は鳥

羽市の目先にありまして、昨年鳥羽ＲＣさんと交流会を

開催しましたので、もし可能であれば、この機会に鳥羽

ＲＣさんと親睦交流会開催出来たら計画の中に入れた

いと思っております。これで地区協議会のご報告を終わ

らせて頂きます。ありがとうございました。 

 

■次期クラブ研修リーダー・・・・小原 岳史 君 

           ◇皆さんこんにちは。私は、研 

修リーダー分科会の方で出席 

して参りました。職業研修リー 

ダーの役目として、ロータリー 

は何が大切かを踏まえて、研修 

をしてくださいということで 

した。ロータリーの歴史から見 

ますと奉仕活動はロータリー

の発展の起爆剤であり、今後の動向を見ながら活動をし 

 

     

     

ますが、ロータリークラブは世界有数のボランテア団

体と知られていますが、日本のロータリーの伝統を大

切にして、日本のロータリーの発展に尽くしてくださ

い。とのとでした。次期研修リーダーとしてお役目を

果たすように努力して参りたいと思っています。 

宜しくお願いします。 

 

■次期会員増強委員長・・・・・酒向 信幸 君 

                    ◇次期増強委員長からご報告 

いたします。会員の減少しつつ 

ある中で、先般、ＤＶＤを見さ 

せて頂きました。クラブも５５ 

周年を目前に控えております。 

これから会員を増やしていか 

なければなりません。美濃加茂 

のロータリークラブがフレンド

リーで居心地の良い場所であることを、地域に知って

頂くことが先決ではないかなと考えています。何とか

皆様のご協力を頂きまして、ご知り合いをご紹介して

頂き、ご一報頂けますよう宜しくお願い致します。 

 

■次期雑誌委員長・・・・・・・堀野 義夫 君 

           ◇次期雑誌委員長の堀野で 

ございます。色んな事が各地 

でおこっています。情報が確 

かでないと、誤解が生じたり 

します。毎月発刊されるロー 

タリの友は、世界のロータリ 

情報が届く必読書です。毎月 

発刊されていますので、時間

をとって読んでいただきたいと思います。また会報も

例会ごとに情報が記録されていますのでメールを開き

目を通して頂きたいと思います。以上です。 

 

■次期米山記念奨学委員長・・・藤吉 紀美 君 

       ◇次期米山記念奨学委員長 

       の藤吉です。米山奨学事業は 

       日本のロータリー独自の事 

       業で、日本で学ぶ外国人留学 

生に支援をする奨学事業で 

あります。毎年８００人ほど 

の奨学生の面倒を見ていま 

す。２６３０地区では、将来

日本と世界とを結ぶ懸け橋となって国際社会出活躍し

人材を育てています。当クラブとしましては、先ほど

佐久間次期会長のお話にありましたように、韓国から

趙彗仁さんを受け入れることになりました。毎月１回

例会に出席してもらい学業報告と１０万円の寄付金を

お渡しいたします。各会員様におかれましては、上期

会費に徴収させて頂いています特別寄付金１万円と上

期２千円、下期２千円の普通寄付が奨学寄付金の財源

となります。皆様の貴重な浄財がこのように使われて

います。引続きご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 



の ■次期青少年奉仕委員長・・・・・大脇ちさとさん 

             ◇皆さんこんにちは。 

次期青少年委員長の大脇で 

す。地区協議会青少年奉仕 

分科会青少年奉仕委員会よ 

りご報告させていただきま 

す。青少年奉仕委員会では 

次期委員長の藤下かずや様 

から発表がありました。 

結論からお話しすると現代

の青少年を取り巻く環境の 1 つにスマーフォンやタブレ

ットの普及があげられ、情報が入手しやすくなった一方

で子供たちのコミュニケーションが不足したり正しい情

報が適切に届いていないという環境に置かれている。 

ですので、私たち大人ができることとして出前講座や、

職業講話を持続的に行なっていく必要があるということ

でした。そういった講座や講話も一度きりで終わること

なく持続可能なシステムを作っていくことが必要で具体

的には青年会議所や商工会議所、青年部などを巻き込ん

で運営委員会的な組織を作り市町村や教育委員会とも協

力しながら進めていくこと、そうすることで持続可能な

システムをまず作っていくことができます。結果、子供

たちには学校現場では教えにくい「キャリア教育」とい

われる一人一人が社会に出ていくために必要な能力や態

度などを育てることができるということでした。 

このお話を聞いてわたしは青年会議所や商工会議所、青

年部なども大切な団体だと感じる一方でぜひ、女性なら

ではの感性やアイデアをお持ちの女性会や女性部も巻き

込んでいけるともっと、楽しくなるのではないかなと 

感じました。また、近年学校現場ではそういったキャリ

ア教育が必要とはいえ時間が取りにくいという問題もあ 

りこういったことも踏まえながら丁寧に進めていくこと

も大切なのではと感じました。以上ご報告させていただ

きました。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 


