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事務局 〒505-0041 
美濃加茂市太田町 2565-1 
シティホテル美濃加茂 2F 

Tel：0574-25-2824   Fax：0574-28-2575 
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RIテーマ SERVE TO CHANGE LIVES  奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 
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District 2630  例会日 毎週金曜日 12:30～13:30  会場 シティホテル美濃加茂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間  会長：佐久間 良直 

◇皆さん、こんにちは。令和３年８月１日、第４４回イ

ンターアクト年次大会が、岐阜グランドホテルで行われ

ました。インターアクト年次大会は、通常ですと二日間

にわたって実施されるのですが、昨年は、コロナ禍とい

うことで開催されませんでした。そして、今年は、１日

だけの開催、しかも、ユーチューブ配信という方法が取

られました。そのため、すべての高校が会場に行けませ

んでした。美濃加茂高校もユーチューブ配信を視聴した

とのことです。 発表によると、会場には関係者・生徒

２２６名、１４校が参加したとのことです。年次大会の

プログラムですが、岐阜市長の VTR メッセージに続き、

来場された浦田ガバナーの挨拶がありました。 

続いて、６校のインターアクトクラブの取り組みの発表

がありました。印象に残った取り組みをお伝えします。 

  

 

三重高田高校  

・ユニクロを通じて、使わなくなった子供服を海外

に送る取り組み。 

・コロナ対策の手洗いの動画、ウオッシュユハアン

ズの踊りを生徒が踊って、その動画を福祉施設に

送る。 

・５４９枚の手作りマスクの作成、配布。 

三重亀山高校 

・小さくなり、使えなくたった鉛筆を集めて寄付。 

・ベトナムの交換留学生との国際交流 

岐阜海津明誠高校 

・エコバックを作成し、社会福祉協議会を通じて一 

人暮らしの老人に渡す。 

・地元の今尾神社の御朱印を作成。 

今年の７月に美濃加茂高校に三役が表敬訪問に行っ

た際、当クラブで集めたペットボトルキャップ、段ボ

ール４箱分を渡してきました。これは、美濃加茂高校

インターアクトの活動の一つとなっています。コロ

ナ禍の制約の中、ちょっとした奉仕活動を実践する

ことも重要ではないかと感じました。私の事務所で

は、使用済み切手を集めて、美濃加茂市社会福祉協議

会に寄附しています。ネットによると 5000枚の使用

済み切手は約 1800 円に換金できるそうです。 

社会福祉協議会に行った際に、「こういった協力がで 

 

 

 

 

 

本日のプログラム  

第２５８２回８月２７(金)12：30～ 

研修情報委員会報告(オンライン形式) 

担当：小原 岳史 君 

 

 

 

 

次回のプログラム  

第２５８３回９月３日(金)12：30～ 

第２回ガバナー補佐訪問延期のため 

行事変更（未定） 

≪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。 

 

 

２週連続前例会の記録 

第２５８１回 ８月２０日(金)12：30～ 

 

 
◇点鐘・・・・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇ロータリーソング・・・“それでこそロータリー” 

◇四つのテスト唱和 

◇会長の時間・・・・・・・・会長：佐久間良直 

◇本日の行事 ＣＦ・会員増強委員会 

担当 委員長：酒向 信幸 君 

   

  

パストガバナー 剱田 廣喜 様 

新・旧三役員バッジ交換 
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♥おめでとう 

ございます！ 

♥おめでとう 

ございます！ 

 

ることはないですか？」と尋ねたところ、「協力いただ

けるのは大変うれしいです。社会福祉協議会で具体的に、

ニーズを確認します」とのことでした。美濃加茂ロータ

リークラブとして協力が可能なものであれば、皆様にも

ご協力をいただくかもしれません。 

 そして、インターアクト年次大会は、岐阜ろう劇団い

ぶきによる手話狂言「附子」の演目が披露され、代表者

の河合依子さんの講演と続きました。 

 実は、インターアクト年次大会の参加は初めてだった

のですが、充実した大会で服致した次第です。 

 また、８月６日に実施された前平公園の清掃活動に、

電車の時間の都合で、米山奨学生の趙さんも遅れて参加

されました。清掃活動が終了し、解散となったのですが、

美濃加茂高校インターアクトの生徒が何人か残ってくだ

さり、趙さんと話がしたい、ということで、約３０分ほ

ど話をしたり、ＬＩＮＥ交換をしていました。わずかの

時間ですが、生徒の皆さんも国際交流ができて良かった

と思います。 

 

 

 

◆出席委員会        担当：鈴木 玄二 

例会回数 総員数 出席 補正 出席率 

本 日 ３４名 ２４名 ０名 ７０.５９％ 

先々 週 ３４名 ２７名 ０名 ７９．４１％ 

◆親睦活動委員会      担当：濱田 龍一 

◇８月度のお祝いご披露 

    

               

  

 

 

 

 

 

 

💛おめでとうございます＊      

◇会員誕生日お祝い 

３日 酒向 信幸 君  １１日 佐合 淑美さん 

１３日 小原 岳史 君  ２６日 大脇ちさとさん 

◇配偶者誕生日お祝い 

１７日 中嶋 寛子 様  ２４日 大脇健太郎 様 

３０日 山口 憲夫 様 

◇結婚記念日お祝い 

２５日 大脇ちさとさん 

◇土曜サロンお知らせ・・・前委員長：島田 紳助 

恒例の土曜サロンについては、何とか開催できるように

思っておりましたが、岐阜県にコロナウイルス蔓延防止

措置区域に指定されました。しばらく様子を見ながら開

催できる時が来ましたらご案内致します。 

◆ニコニコ BOX 委員会    担当：藤川 敬太 

佐久間良直君：酒向さん、卓話よろしくお願いします。 

島田 紳助君：酒向さん、おもしろいの、話してね！ 

酒向 信幸君：がんばります 

 

 

同 

文 

小原 岳史君：酒向君、卓話楽しみです。よろしくお願 

いします。 

亀井 俊哉君：皆様、お久しぶりです。 

藤吉 紀美君：晃先生、先日は誠に有り難うございまし

た。お陰様で歩けるようになりました。 

堀部 道朗君：よく降りますね～天には、どれだけ水が

有るのかな？ 

大野 博文君：信幸先生、卓話楽しみにしています。 

大脇ちさとさん：結婚記念日・主人と自身の誕生日祝を

元気に迎えることができました。有難う

ございました。 

佐合淑美さん：お陰様で無事に誕生日を迎えられました。 

感謝です。 

石田 公司君：酒向君よろしく。 

佐々木 晃君・福井 寛悦君・井尾 達之君 

堀野 義夫君・高井 文洋君・山田   彰君 

西田 逸夫君・濱田 龍一君・水谷 美紀さん 

安藤 摩里さん・中嶋 浩紀君・鈴木 玄二君 

藤川 敬太君 

 

幹事報告  幹事：島田 紳助 

☆他クラブの例会変更 

可児 RC→8月 19日(木)コロナ感染拡大のため中止 

関 RC→8 月 24日(火)コロナ感染拡大のため中止 

高山中央 RC→8 月 30日(月)コロナ感染拡大のため中止 

☆米山カウンセラー研修会及び中間報告会はコロナ感染

者急増を鑑み中止。 

☆８月度の定例理事会事報告 

①My rorary 登録について(重要) 

②静岡県熱海市土砂流災害義援金について(報告) 

③IAC 合同清掃例会について 

④グルーバル補助金について 

⑤その他について 

 

 

 

■CF・会員増強委員会 委員長：酒向 信幸 君 

                       ◇皆さん、改めましてこん 

にちは。酒向でございます。 

会員増強についてお話しし 

ますが、近況報告も交えなが 

ら進めて参りますので宜し 

くお願い致します。ロータリ 

ーに入会させて頂いて、早い 

もので５年が経ちました。今 

までいろんな役を頂きまし

て、親睦委員長をさせて頂いたとき、会員皆様が賛同し

て下さいましたお陰で、私の趣味のところもいく事がで

きました。それぞれの委員会活動も、会員がたくさんい

る中で分かちあっていく事が大切だと思いました。それ

で、今期、会員増強委員長をさせていく中で切にそのよ

うに願っているところであります。どうしたら会員増強

が出来るかということですが、これにつきましては、私

の力ではできないのが現状であります。今日は、会員増 

 

         

本日の行事 

委員会コーナー  
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文 

 



 

 
強資料を参考させて頂きます。今の現状をみていますと、

２０２１年６月現在では、２６３０地区の会員の増減です

が、特に岐阜ロータリークラブさんは増が１４人ですが、

減が１３人。岐阜南ロータリークラブさんは、増が４人、

減が１４人。大垣中ロータリークラブさんは増が１８人、

減が３人。この様に増減の差が大きいクラブはたくさんあ

ります。岐阜県の増減は増が１２０人、減が１３７人とな

っています。これを見ましても、会員増強には大変苦労を

しているのが現状であります。会員構成を探ってみますと、

職業、年齢、性別等ありますが、美濃加茂ロータリークラ

ブはその点でバランスがとれているクラブではないかなと

思います。これはロータリーの結束力に繋がっていくので

はと思っております。私も来年の５５周年記念に向けまし

て、やはり会員が多ければと思いますが、それには今年中

にふさわしい人を入会して頂くよう準備しなくてはなりま

せん。今年入会候補者をお誘いするに当たり、美濃加茂ロ

ータリークラブの良さや、会員同士の親睦による交友関係、

ロータリー仕組みをお伝えする機会を是非とも作らねばな

りません。私も声をかけたい方がいますが、例会にゲスト

でお呼びし、お越しいただけるまでに中々行きませんが、

必ず何とかして一人はこのクラブに仲間として迎えたい

と、今頑張っているところでございます。女性を口説くの

は苦手と思っておりましたが、男性を口説くのもなかなか

大変なことです。女性会員の皆さんも身近に心当たりの方

がいらしたら是非お声をかけて頂き、例会見学にお誘いし

てください。会員一人一人が会員増強にお力添えを頂きた

いと思っております。 

 来年に向けまして、皆様方と情報を共有致しまして、入

って頂ける方、入れそうな方、声をかけたいなと思ってい

る方がおられましたらお申し出ください。どのようにお誘

いできるかを皆さんで相談しながら進めていけたらと思っ

ています。会員増強に就きましてはこれで終わらせて頂き

ます。皆様のご協力よろしくお願い致します。 

                                          

＊お知らせ＊ 

 

8 月 27日(金)例会はオンライン形式で開催します。 

点鐘：１２：３０ 

行事：ロータリー情報委員会報告 

担当：小原 岳史 君 

＊ミーティングの入り方手順 

スマートフォンにアプリをインストール（Cisco 

Webex Meetings） 

①「Play ストア」のアプリから、「Cisco Webex 

Meetings」を検索、インストール 

②サービス利用規約など同意の上、画面を進む。 

③インストール（ダウンロード）完了 

④ミーティング参加する 

ＩＤ番号 １７０ １７４ ０３４４ 

パスワード ２６３０ 
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