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本日のお客様 郡上市教育委員会教育長 

               熊田一泰様 

幹事報告          松森正和幹事 

＊美濃ＲCより 次年度ガバナー補佐訪問日

程変更のお知らせ（関中央ＲC） 

＊加賀中央ＲCより 例会休会のお知らせ  

 近隣でクラスター発生のため、今月の例会

休会 

＊例会変更 美濃RC 
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第２０２６回例会  

会長挨拶                             2020－21年度 畑中知昭会長 

皆さん今晩は。加賀中央ＲＣのお皆さん、遠方よりお越しいただきありがとうございました。先ほどは短

い時間でしたが、親睦を深めることができてとても良かったです。 

 コロナについてですが、最近でも感染者が何人だとか、ワクチンを打つとか毎日聞かれています。今日

はコロナに関する切り口が新聞に出ていましたので、触れたいと思います。 

居酒屋大手のワタミで店長をされていた茶屋英博さんという 45歳の方ですが、未明まで働く毎日を送って

いたらしいのですが、今は朝 7時から出会うのは人ではなく牛で、毎朝「おはよう」と声をかけているそ

うです。2 月に移動があり、移動先はどういう所かというとワタミグループで鹿児島にカミチクファーム

という所があり、飼料の生産から牛肉の販売まで行っている所で、内勤の事務の仕事ではなく牛の世話に

移ったそうです。派遣されて数か月間勤務だそうです。相当戸惑いはあったと思いますが、1 日の始まり

は、餌寄せと言って牛が餌を散らばしているのを集めるそうです。ただ働くだけではなく、ワタミの社員

が入ると心構えや考え方を指導されるそうです。一つ目は農場から牛が出荷されていく日には牛に「あり

がとう」という声をかける。ある時は牛舎がきれいになって牛が飛び跳ねて喜んでくれるような光景を見

た、と書いてあります。本人が言われるには、今まで利益など数値として食品ロスを考えていたように思

うと書いています。それからは考え方が一変して、この人の心の中で繰り返す言葉はあるそうです。二度

殺してはいけない。まず一度目を殺すときは当然 牛を美味しく食べている時で、もう一つ殺すという事

は食べなくて捨ててしまうと二度目の殺す行為だということで、そんなことはしてはいけないという事で、

居酒屋をされていた時と一変されたそうです。この農場長は 30代だそうですが、ワタミから来た茶屋さん

になら喜んでうちの牛を出したいと農場長は言われたそうです。コロナに関してはクローズアップされま

すが、また居酒屋に戻られても、新しい考え方をもって仕事をされるだろうなと感じた記事でした。 

 

交換卓話「ロータリーと私」 

         加賀中央 RC 北川道子様（第 2610地区石川県第 2グループガバナー補佐）                     

郡上長良川ロータリーの皆さん今晩は。今ほどご紹介いただきました

ガバナー補佐をしております北川道子です。ロータリー歴は 25年になり

ます。皆様にお会いできることをとても楽しみにしておりました。よろ

しくお願い致します。 

テーマは「ロータリーと私」という事で、色々な話が出来るようなテー

マにしました。本日は姉妹クラブ交換卓話のお返しとして参りました。

昨年11月 18日に羽土さんに来ていただきましてお話をいただきました。

本来なら会長が話をされるのですが、お願いされましたので受けさせて

いただきました。郡上長良川さんとは姉妹クラブですので、何度も行き来をしていますので、他のク

ラブとは違いホッとするんです。緊張はしていますが、前からいらっしゃる方とお話をしていると気

が楽になります。特に藤代さんとは同じ時に会長をしており、今回もまたお互いガバナー補佐という

事で縁を感じております。 



一昨年の当クラブの 40 周年記念の式典には皆様をお呼び出来なかったことを残念に思います。記

念事業の講演会の時には遠路、和田さん、島崎さん、羽土さんにお越しいただいて話を聞いていただ

きました。講演会の後におもてなしも出来ずに申し訳なく思っております。 

 補佐という大役を受けて今日に至っております、女性の私がなぜガバナー補佐になったのか、私の

クラブでは他のクラブとは違い女性会員が多かったので、「北川さん、ガバナー補佐を受けて」と言

われ、男性会員からも後押しいただきました。勉強をさせていただくという気持ちで受けたのは 3年

前で、あの時と思うと年を感じます。特にコロナの関係で出かけることはほとんどなく、補佐会議は

富山県高岡市で行われたのが 2回だけで、いまだに他のガバナー補佐の顔と名前が一致しません。先

週の土曜日に、石川県第２グループの能見クラブさんの 50 周年記念式典がございまして、私も出席

を致しました。八塚ガバナーも出席されており久しぶりにお会いしました。それまでの会議はＺＯＯ

Ｍ会議でした。やはり実際にお会いしてお話を聞くのは違うのだと思いました。先ほど我々の例会に、

第 2610地区八塚ガバナーさんにお越しいただき、卓話をしていただきました。私が 2月頃お願いし

ましたら快く引き受けていただきました。近隣クラブの会長、幹事さんにも出席していただきました

が、本当に喜んでくださいました。 

最近ほとんど遠出をしていませんでしたので、今日は天気も良く何年振りかに通りました。新しい

道も出来ておりビックリしました。崖を通ってきた道を覚えていますが、夜通るのは私が運転するわ

けではないですが怖かった思い出があります。 

昨年から新型コロナの騒ぎで、ほとんど中止になり、例会も先週まで弁当を持ち帰っていました。

今日は久しぶりに一緒に食事をしたらとても良かったです。先ほど皆さんより先に良い食事をさせて

頂きましたが、顔を見ながらの歓談はとても楽しく、良いものだと思いました。 

 ＲI会長「ロータリーは機会の扉を開く」とテーマを掲げられて始まりました。私は最初、機会の

扉を開くという意味が分からなかったのですが、コロナになって色んな捉え方があると思いますが、

新しいやり方という事が一つ大事な機会の扉を開くという事ではないかと思います。私もＺＯＯＭは

今までしたことがなかったのですがせざるを得なくなり、会長に習って出来るようになりました。そ

してパソコンも良い機会だと思い、始めました。今日の原稿もパソコンで打って参りましたが、目が

疲れてしまいました。色んな事を変えていかなくてはいけなくなり、よい機会をいただいたと思いま

す。 

 会員の皆さんもＺＯＯＭやリモートをしているようで、こちらの皆さんもＺＯＯＭで例会をされて

いたと聞きました。郡上長良川さんの計画書を拝見させていただきましたが、女性会員も増え、若い

方も増えて、平均年齢を見るとうちよりもずっと若くて、先ほども藤代さん方とも話しましたが、す

ごい努力をなさっていると思いました。第 2610 地区第２グループの中でも、コロナで我々のクラブ

も減りましたが、増やしているクラブもあります。親クラブの加賀ＲＣさんですが、70 人近くまで

増やしていて、見ると若い会員さんが入会されています。当クラブも若い会員も見えますが、まだま

だだと思います。もちろん年配の会員さんも見えないと、色々教えていただけません。新しい方を他

のクラブへ訪問させるのも大事だと思います。 

ロータリークラブに入会したのは 50歳前で 25年目になります。加賀中央ロータリークラブには私

の前には 野本文子さんだけでした。本当は主人にお誘いがありましたが、「自分は入らない、女性

でもよければ女房を」と言われてお誘いいただき、野本さんと亡くなられた納谷さんの推薦で入会致

しました。ほとんど主婦をしていましたのでロータリークラブに入っていいのかと思いましたが、主

人から「何か得られるものがあるよ」と言ってくれました。平成 8年 5月 1日に入会しましたが、私

は 18 日が誕生日なんですが、月初めの例会でバッジも会長からつけていただき、花束をいただきま

して、なんて素敵な所なんだろうと感激をしました。私の後には何人も女性会員が入ってきてくれま

した。他所のクラブでは女性を敬遠するクラブもありました。ですが国際ロータリーはそんなもので

はないだろうと思います。 

 貴クラブさんとは思い出が沢山あります。まず鮎をほおばる会です。河原で焼き立ての鮎を食べさ

せていただいた事は、今でもあの景色をはっきりと覚えています。家族も一緒に来られて、野本さん

のお孫さんも大変喜んで見えました。 

また皆さんが加賀へお越しいただいて地引網をした時の、皆さんやご家族の笑顔が忘れられません。

私共もそんなにしたことはないですが、海は近くにありますのでそれほど感動はないですが、海のな

い岐阜の方は、あんなに喜んでいただいて、小さい魚もいただいていくと言われて、本当に楽しい思

い出でした。また是非いらっしゃってください。早くコロナが終わってほしいと思います。 

 ガバナー補佐を三輪さんと村口さんがされたとき、私は偉いことをされるなと思っていましたら、

まさか自分がその役にあたるとは思いませんでしたが、歳とともに図々しくもなり強くなってきたの

かなと思います。このクラブに寄せていただくことは、他のクラブではこんな気持ちにならないと思

いますが、楽しい思い出をいただいたと思います。 



 今日参りまして、新しく見る方が多く見えます。ロータリークラブとは奉仕が一番ですが、それ以

外にこうして岐阜の方と知り合いになれるとは親戚以外でありえません。ロータリーに入っているか

らこそ、他の地域の方と知り合いになれますので、私にとってロータリークラブに入らせていただい

た事がすごく感謝しています。私が会長の時にテーマを「感謝と笑顔」としました。ある方がこうい

うのは初めてだと言われましたが、私は女性だからいいと思いました。何をするにも感謝が大事です。

それは自分に言い聞かせています。人に押し付けるのではなく、自分が感謝をすることで、初めて色々

なことができるし、責任も取れると思っています。そして笑顔、笑顔が第一だと思ってそうさせてい

ただきました。 

こういう機会を与えていただいたからこそ、入会した頃を思い出させていただきました。 

ロータリークラブに入会させていただいたお陰で、色々な会からもお誘いをいただきます。女性の

クラブや法人会の女性会の会長になってもらえないかと頼まれ、3年ほどさせて頂きました。失敗し

てもやってみるという事が、自分以上のことをしようとしたら出来ないかも知れませんが、自分で出

来る所までいいのかなと思っています。最初はひどかったですが、自分なりの力で書けば誰が何と言

おうといいかなと思い、頼まれたら書いたりしています。書くまでは大変ですが、自分はここまでし

か出来ないから書けばいいと思うと楽になります。ロータリーの会長と両方重なったりして大変なこ

ともありましたが、入っているからこそ経験させていただいていると思って、感謝を忘れずに笑顔で

頑張っていきたいと思っています。主人も強い人ですので、負けないようにしています。若い時は涙

も出ましたが、今は出ません。怖いものですね。歳を重ねるという事はこんな事かと思ったりします

が、これも一つ自分が成長したんだと良いように考えています。 

 毎年ドッグを受けているのですが、昨年末に受けたところ再検査となり、とても心配をしました。

大丈夫だったんですが、そうなると笑顔でいられません。少し瘦せたんですが皆さんに心配をされま

した。それはパンを食べることをやめただけです。以前ほど入らなくなっただけですが、ドックで引

っかかった時に、まさかと思って本当に心配しました。結果が出るまでロータリーにも行っていまし

たが、ひやひやしました。主人も同じくドックで再検査になりましたが、お互いに年を感じました。

若い方には関係ないと思いますが、必ず年は重ねてきますので、そういう時も来ると思います。私は

例会で皆さんに会うと力を頂けますのでありがたいと思います。 

 最後にこの年になって思う事は、とにかく元気でいないといけないという事です。元気がないと動

けないし、楽しくありません。毎日感ずることです。コロナで動けませんが、自分で気をつける所は

気を付けて、美味しいものを食べて、皆さんと楽しく会話をして、早く一緒に楽しんだりできるよう

になれればと思います。来年は期クラブとの締結 40 周年があります。その頃にはコロナも落ち着い

て式典もできるのではと期待しております、その時はよろしくお願い致します。ありがとうございま

した。 

 

橋本勝寿様 

 郡上の皆様今晩は。随分ご無沙汰しております。本来 40周年で大宴会を企画し

ておりましたが、大変残念な思いをしておりました。コロナウイルスはワクチン

の接種も始まりましたし、国内でもワクチンを承認はまだですが製造しているよ

うですが、ある程度ワクチンが行きわたれば世の中の雰囲気も変わり、全会員同

士で大宴会が開けると思います。来年は締結 40周年を何らかの形でみんなが集ま

って、楽しい一時を過ごせればと思っております、本日はありがとうございまし

た。 

 

徳田満様 

 皆さんこんばんは。幹事をさせて頂いております。入会も浅く、ロータリーの

事もよくわかっておりません。以前、こちらへはゴルフでお邪魔させていただい

た時、とても楽しい夜の会を開いていただきました。それが一番の思い出になっ

ております。会長も言っておりましたが、締結 40周年の時にはまた盛大な会が出

来るように楽しみにしておりますので、その時はよろしくお願い致します。 

村口誠志様 

スピーチをさせて頂く機会をいただいてありがとうございます。久しぶりに

こちらへお邪魔させていただきました。チャーターメンバーという事で、40年

という年輪を重ねてきました。先ほどから、北川ガバナー補佐よりドキドキし

ております。来期は姉妹締結 40周年という事で大役をいただきました。どんな

やり方が良いか色々相談をさせていただきながら、進めていきたいと思います。

お互い行き来しながら親睦を深めて、40周年の時も同伴で出来るようにしたい



と思いますので、よろしくお願い致します。 

 

 

ニコＢＯＸ                           ニコＢＯＸ委員会 遠藤正史君 

加賀中央 RC 橋本様 郡上の皆様、ご無沙汰しています。本日はお世話になります。本来なら昨年 40周

年記念式典においでいただき、大祝賀の予定でしたが、コロナウイルスで中止になり、申し訳ありません。

全会員で大懇親会が出来る日を祈っています。 

加賀中央 RC 北川様 郡上長良川ロータリークラブの皆様、こんにちは。お久しぶりです。よろしくお願

い致します。卓話なので緊張しております。 

加賀中央 RC 村口様 皆様お久しぶりです。今後ともよろしくお願い致します。 

加賀中央 RC 徳田様 郡上長良川 RCの皆様、いつもありがとうございます。本日はよろしくお願いしま

す。 

畑中君 加賀の皆さん、遠方よりお出でいただきありがとうございます。 

藤代君 加賀中央 RC橋本会長、徳田幹事、村口様、ようこそ大歓迎致します。これからも長くお付き合

いをお願いします。北川ガバナー補佐、本日は卓話ありがとうございます。楽しみに聞かせていただきま

す。 

羽土君 加賀中央の皆様ようこそ。北川様の卓話楽しみにしておりました。よろしくお願いします。姉妹

クラブ 40周年が出来ますように。 

大村君 加賀中央の皆様、久しぶりです。コロナ禍の中でも絆は結（つながっ）ていると思い、喜んでい

ます。 

寺田澄男君 加賀中央ＲC北川ＡＧ以下多勢のメンバーのご来訪いただき、遠路ありがとうございます。

歓迎致します。ご無沙汰しておりますが、こんな世の中底「絆」「友情」を大切にして、長いお付き合いを

お願いします。 

美谷添里恵子君 加賀中央ロータリーの皆様、お久しぶりです。今日はお会いできてうれしいです。ガバ

ナー補佐 北川様、卓話楽しみです。よろしくお願いします。 

同文 尾村君、三島勲君、和田君、小島君、野島君、山下君、石徹白君、寺田正実君、原君、松森君 

東田君、佐藤君、山口君、麦島君、井俣君、清水君 

 

次回例会予定            

４月２８日 １年間の反省①          ５月１２日 １年間の反省② 

 ５月 ５日 法定休日            ５月１５日 次期会員増強研修セミナー（オンライン） 

 

出席報告                              出席委員会 島崎秀樹君 

例会日：毎週水曜日 18：30～    例会場及び事務所：白鳥町農業指導研修センター2Ｆ   

TEL.0575-82-3822   FAX.0575-82-5191E-mail gsrc@abelia.ocn.ne.jp発行 クラブ会報委

 

 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 出席率 出席免除 

第 2025回 ３３名 ２９名  ４名  87.88％  

第 2026回 ３２名 ２７名  ５名  84.38％  
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