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クラブテーマ 【 職業奉仕で育む ロータリーの和 】
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ゲスト紹介

２０１８～１９年度
岐阜東濃グループガバナー補佐
みずの

ごろう

水野 五郎君
本日の例会プログラム
１．開 会 点 鐘
２．国 歌 斉 唱
３．ソ ン グ ＝ ｢我等の生業｣
４．ゲスト、ビジターの紹介
みずのごろう

岐阜東濃グループガバナー補佐 水野五郎君
もぎくにひこ

生年月日：1952 年(昭和 27 年)10 月 20 日
事業所：(株)小名田カンパニー代表取締役
〒507-0071
多治見市旭ヶ丘 10 丁目 6 番地 70
多治見美濃焼卸センター6 番街
職業分類： 陶器販売
所属ｸﾗﾌﾞ： 多治見リバーサイド RC

〃 ガバナー補佐同行者 茂木邦彦君
かとう

まさる

〃 ガバナー補佐同行者 加藤 勝 君
５．食事と交歓
６．出席報告、ニコボックス発表、委員会報告、幹事報告
７．雑誌の紹介（ロータリーの友・月信）
８．会長の時間
９．卓話 岐阜東濃グループガバナー補佐 水野五郎君
10．閉 会 点 鐘

会長の時間

略 歴
1975 年
早稲田大学 商学部卒業
1978 年
日商岩井株式会社退社
ロータリー歴
1994 年 1 月 11 日
多治見リバーサイド RC 入会
2013～2014 年
クラブ副会長
2015～2016 年
クラブ会長
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者第 3 回マルチプル

田口義也会長

こんにちは、今日は 2630 地区東濃グループ ガバナー補佐訪問例会として開催しています。
水野五郎ガバナー補佐 ようこそ中津川クラブへ歓迎申し上げます。
８月２日の西小学校での「社会奉仕事業例会」には、社会奉仕担当グループ長野理事を始め社会
奉仕委員会、地域活動委員会、地域安心交流・広報委員会、例会運営委員会の皆様には、準備から
お世話になったこと、また、多くの会員の皆様のご参加頂いたこと、この場をお借りしてお礼申し
上げます。
また、小学校での移動例会は当クラブも始めてのような気がします。参加者も、大井副市長始め、
教育委員会、西小学校の校長先生、教頭先生、NPO 法人防災士なかつがわ会、報道各社等 17 名の来賓を招いての
例会はロータリークラブの奉仕活動を理解していただく良い機会であり、2018-2019 年度地区重点目標である「奉
仕活動の充実」と「公共イメージと認知度の向上」につながったと信じるところであります。
今日で移動例会を含め第８回目の例会となり、まだ１ヶ月半が過ぎた所ですが、今後も楽しい例会と会員奉仕活
動を中心に地域社会へ向けた「職業奉仕で育むロータリーの和」をひろげていきたいと思っています。会員皆様方
のお力添えどうぞ宜しくお願いします。

社会奉仕事業移動例会
中津川市立西小学校にて
中津川市内小学校における備品等転倒防止対策事業

～８月２日～ の記録
出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
7／26 補正出席率

39／66
65／66

59.09％
98.48%

会員総数７３、出席免除者７名

ゲスト
中津川市副市長
中津川市教育委員会 事務局長
NPO 法人防災士なかつがわ会理事長
〃
副理事長
中津川市立西小学校 校長
〃
教頭
中津川市長公室
中津川市教育委員会事務局次長
〃
教育企画課
〃
教育企画課
NPO 法人防災士なかつがわ会 事務局長
〃
阿木地区リーダー
〃
西地区リーダー

大井久司様
早川和子様
島田千寿様
杉山照仁様
薄井義彦様
後藤琢磨様
青山拓平様
末木 拡様
藤原 淳様
西尾秀司様
吉村輝雄様
西尾 昇様
原 廣志様

ビジター

移動例会の為、カードメーキャップの方。
丸山充信君、立木亮治君、板頭鈔三君、小木曽輝栄君、
鈴木貴実隆君、郷原基幸君(中津川センターＲＣ)
メーキャップ

波多野一夫君、吉川義康君、安藤正樹君（R 財団ｾﾐﾅｰ）
波多野一夫君、前田僚之君、志津竜良君、後藤大作君、
鈴木康之君(地区・合同研修ｾﾐﾅｰ)

中津川 RC
田口義也会長

中津川市副市長
大井久司様

教育委員会事務局長
早川和子様

ニコボックス

★本日は今年度のメイン事業である「摘み取ろう危険の芽、
育もう気づく力プロジェクト」として社会奉仕事業例会を
行います。ご来賓の皆様方にはお忙しい中ご出席を賜りま
して、誠にありがとうございます。また防災士なかつがわ
会の皆様方には連日、熱い中での作業、本当にありがとう
ございます。社会奉仕委員会、地域活動委員会、また地域
安心交流・広報委員会の皆様にはここまで、準備から作業
の参加等、大変ご苦労様でした。まだまだ続きますので、
体に気を付けてよろしくお願いします。
会長・田口義也君、副会長・前田僚之君、幹事・志津竜良君

★本日は西小学校への移動例会です。NPO 法人防災士なか
つがわ会 杉山様、本日の卓話をよろしくお願いします。
可児 力君

★杉山照仁さん、本日は宜しくお願いします。公私共にお世
話になり、ありがとうございます。
岡山金平君
★社会奉仕事業例会に多くの皆様の出席をいただき有難う
ございます。杉山副理事長、卓話宜しくお願いします。
薄井校長、後藤教頭様、例会場の提供を有難うございます。
社会奉仕委員長・長野和夫君
社会奉仕委員・間龍一郎君、市川誠君

★社会奉仕事業例会に皆様、ご出席を頂きまして有難うござ
います。杉山副理事長の卓話、宜しくお願い致します。
地域活動委員長・大鋸伸行君

本日の申告 32 ポイント(累計 287 ポイント)

防災士なかつがわ会
理事長 島田千寿様

社会奉仕委員長
長野和夫君

卓話
防災士なかつがわ会
副理事長 杉山照仁様

中日新聞掲載 八月四日掲載（右記事）
他 三野新聞
八月十二日掲載
岐阜新聞
八月三日掲載

～西日本豪雨災害義援金～
西日本豪雨の義援金135,000 円を
中津川市へ寄託しました。

青山節児市長へ田口義也会長より
2018.8.13 中津川市役所にて

～８月１３日～ の記録

～８月１２日～ の記録

おいでん祭

納涼花火大会

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
8／2 補正出席率

66／66
66／66

100％
100%

出席報告

ﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率
8／12 補正出席率

66／66
66／66

100％
100%

会員総数７３、出席免除者７名

会員総数７３、出席免除者７名

吉川工務店
美濃工業
中津川商工会議所女性会

丸山木材

中央物産

十六銀行

クラブテーマ【 職業奉仕で育む
「地区研修委員会・情報委員会・職業奉仕委員会
合同研修セミナー報告」
～服部芳樹パストガバナー追悼研修セミナー～

ロータリーの和】
会員増強委員会開催報告

開 催：8 月 1 日(水)18：30～ みなみ
・会員増強について
出席者: 田口義也会長、志津竜良幹事
開催：７月２９日（日）11:00～17:00 岐阜都ホテル
桂川邦俊会員奉仕担当理事、齊藤 隆会員増強委員長、
参加：波多野一夫Ｒ財団部門補助金小委員会委員、
市岡孝之副委員長、小川剛弘副委員長
前田僚之副会長、志津竜良幹事、鈴木康之職業奉仕委員長、 記録：各会員へ新会員勧誘情報提供の依頼をする
後藤大作職業奉仕副委員長
例会運営/地域安心交流・広報委員会 合同委員会開催報告

≪報告 鈴木康之君≫
１．趣旨説明 剱田廣喜研修委員長
6月29日にご逝去された服部芳樹パストガバナーへの追悼
のことばを述べられた後、2,000 年以降国際ロータリーが世界
的な人道ボランティア団体へと変質してきている中で、我が
国のロータリーの本質・伝統を守るための研修であると述べ
られました。
２．基調講演「ロータリアンとはどんな人」
北川宥智職業奉仕部門委員
服部芳樹パストガバナーが行う予定であった基調講演を服
部氏とゆかりの深い北川氏が行った。互恵組織として発足し
たロータリーから、次第に社会奉仕の概念が芽生え、四大奉
仕、五大奉仕へと変遷してきた歴史、例会の重要性、行動し
なければロータリアンではないといった事が語られ、最後に
服部氏の遺言として、
「四つのテスト」
「ロータリーの目的」
「決
議２３－３４第１項」を是非例会に掲げてほしいという事が
伝えられました。
３．講演「現在のＲＩの趨勢と日本のﾛｰﾀﾘｰの伝統について」
剱田廣喜研修委員長
ＲＩでは近年の会員減少の危機感が一因となり、2016 年規
程審議会によりクラブの多様性を認める規制緩和が図られる
など、人道的奉仕活動の為の世界的ネットワークへと方針転
換がなされている。一方我が国の伝統は「和魂洋才（日本人
の職業観）
」
「陰徳陽報」
「例会は人生の道場」であると述べら
れました。
４．講演「私の考えるロータリー」
2017-18 年度第 2800 地区ガバナー 鈴木一作 様
「ロータリーとは？」
「ロータリーの目的」
「山形県のロー
タリー」
「職業とロータリアンの利益」
「職業奉仕の森」と言
った小テーマについて、日本のロータリーに大きな影響を与
えたGuy Gundaker、
またArthur Frederick Sheldonの考え、
そしてご自身の考えに基づいてご講演頂いた。職業奉仕は、
歴史的に幾つかの流れがあり、それらが混在し合いながら、
今に至っている事などを語られ、最後にロータリーの根幹は
人であり、友情であり、職業人（ロータリアン）としての立
派な生き方である、だからクラブ奉仕、クラブ運営が重要で
あると述べられました。

開 催：8 月 17 日(金)18：00～ チャイニーズ勝宗
・10 月 25 日担当例会について
出席者: 田口義也会長、志津竜良幹事
≪例会運営委員会≫ 鈴木力委員長、三宅正朗副委員長、
原政幸委員
≪地域安心交流・広報委員会≫ 酒井康孝委員長、
佐藤好哉副委員長、原満夫委員、小縣一夫委員
今後の例会予定
８月３０日＝普通例会
／会員増強委員会担当
中津川市消防団副団長 桂川邦俊君卓話
※8 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～
９月 ６日＝ガバナー公式訪問 3RC 合同例会
ホスト:中津川 RC ／会長・親睦委員会担当
RI 第2630地区 木村静之ガバナー(岐阜加納RC)
「ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙＡＩ」 食事 11：30～12：30
「ﾊﾟﾙﾃｨｰﾙﾌﾟﾗｽ」 例会 12：30～13：30
１３日＝センタークラブと合同例会
ホスト:中津川 RC ／会長・親睦委員会担当
「木曽路・旧館」 例会 18：30～18：55
「木曽路・新館」 懇親会 19：00～21：00
２０日＝特別休会
２７日＝普通例会 会員卓話 /情報研修委員会担当
卓話：原 眞平 情報研修委員長
※9 月度定例理事会 2F 会議室 13：35～
中津川ＲＣ委員会行事予定

役員理事指名委員会 ９月４日(火) 春本 18:30～
親睦委員会
８月３０日(木)中央食堂19:00～
地区・その他の予定
地区大会
１０月１３日(土)･１４日(日) 岐阜都ホテル
ＩＭ（ｲﾝﾀｰｼﾃｨ・ﾐｰﾃｨｨﾝｸﾞ）
（ﾎｽﾄ：多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ RC）
１１月１０日(土) 多治見バロー文化ホール
中津川四クラブ親睦ゴルフコンペ（ﾎｽﾄ：中津川 JC）
１１月２５日(日) ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部
他クラブ移動案内
土

友愛の席

若鮎

松月堂

ふんわり炊き上げた皮で
たっぷり求肥を包みました

岐＝8／27(月) 早朝例会の為、
「慈徳院」

多治見ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
＝8／28(火)
多 治 見＝8／29(水)
多治見西＝8／30(木)

3RC 合同ガバナー公式訪問例会
多治見市産業文化センター3F
大会議室にて
８／３０(木)12：30 点鐘

