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会員卓話
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2022－23 年度
小島正則会長
＊地区大会事務局より
幹事報告
松森正和幹事
・「大昼食会中止」と「交通手段についての
＊地区事務所より
注意事項」について
・会員増強委員長会議開催のお知らせ
・地区大会信任状証明書提出のお願い
11 月 9 日（水）ZOOM によるリモート会議
＊関 RC より ＩＭの案内
・8 月増強状況報告書
11 月 27 日（日）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
第２０７６回例会報告
会長挨拶
2022～23 年度 小島正則会長
皆さん今晩は。本日の SAA 司会の山下さん、宜しくお願いします
今、耳を澄ませると窓から鈴虫の声が聞こえますね。ようやく秋らしくなってきました。
昨日は仕事の関係で、麦島君に会いました。たいへん元気そうにしておりました。
9 月になり、今日で１＄144 円になりました。中国で物を作るより、日本で作った方が安いという業界もある
らしいです。過去の円ドルは高い時で 360 円、安い時で 75 円くらいになった時があったと思いますが、本当
に円とドルの関係はすごく毎日変わっていきます。
本日のクラブフォーラムは楽しい例会づくりという事で、
皆さんで話していただき発表していただきますが、
会長の時間を短縮してフォーラムに使いたいと思いますので、会長の時間をこれで終わります。ありがとう
ございました。
クラブフォーラム（楽しい例会づくりについて）
クラブ管理運営委員長 原 義明君
5 つのグループに分け、
「楽しい例会づくり」について話し合ってもらい、その後発表していただきます。
Ａグループリーダー：佐藤備子君 発表者：三島一貴君 小島正則君、羽土洋司君
① 楽しい例会の中でも基本的なルールを守らなければならないと考える。
② 楽しい雰囲気にするとよい。ロータリーで年間通じて楽しくすれば、例会も楽しくなるのでは。
③ 食事が持ち帰りなので、食事の交流がない。プログラム以外で親睦があるとよい。
コロナが落ち着けば食事をして 1 時間に戻したらどうか。雰囲気を変える
④ 1 年間のロータリーについて。
・月の出席要件を減らしてみる。来れない人にも参加してもらう。時間帯についてもみんなと相談して決
めたらどうか。
・同好会の種類を増やしてみたらどうか？（現在はゴルフ同好会のみ）
・グループを作ってこまめにやってもらう。
・一般の人も誘って、会員増強につなげていく。
・例会を減らして、こういったことをやってみたら？
・年会費と例会が減るなら安くするとか？
・地域行事に参加したら PR になるのでは？
B グループリーダー・発表者：石徹白秀也君

寺田澄男君、藤代昇君、山下誠君、鷲見馨二君

・楽しみ方は多様である。心地よい場所つくり。
・食事ができないので、交流の時間がない。早く食事が出来る例会にしたい。
・卓話など、一方的に話を聞くだけでなく、交流が出来るような意見交換が出来れば。
・例会の肝は本日の行事になる。年間プログラムは会長幹事、委員長を中心に決めているが、プログラム
の内容が重要になる。楽しい例会作りになっているか。
・LINE での交流。クラブ全体や各委員会などで交流をしているのが 楽しい例会づくりのツールになって
いる。
・食事中の BGM を掛ける。
・花を飾る（花の説明）
。
・応接室での談話。例会前後に会員やお客様と歓談をする場として月 1 回ほど設けて活用する。
・ニコＢＯＸの話題を深堀りする（ピックアップ）
。皆で話題にする。
・企画ものの例会。
（スポーツ例会など）
C グループリーダー・発表者：杉山賢君
大村太郎君、和田良一君、畑中知昭君、旭美香君
・大村君：出席者が少ない例会は楽しくない。過去に出席者が少なくて楽しくない時代があった。お客様
の方が多い時もあった。出席が多いことが楽しい例会づくりにつながる。
・和田良一君：花見、月見、俳句の会（講評できる人を招待）など風流なこともするといい。ロータリーの
友にも作品募集中と書いてあった。
・旭君：名古屋のＲＣに訪問した時、エレクトーン奏者がいて、生演奏していた。楽しい雰囲気づくりにつ
ながる。会場のレイアウトを換える。ＳＡＡが例会前に音楽を流している。パーティ―のような雰囲気。
・畑中君：一緒に活動する体験、一緒に行った充実感。何かを一緒に取り組む事。食の祭典でポリオワクチ
ン募金をやるのが楽しみ。メンバーで何かを行うことで団結燗が生まれ、例会出席につながる。
・杉山君：会食は心が和む。お酒の力で絆が強まる。交流の時間が行われればと思う。
D グループリーダー：遠藤正史君 発表者：山口里美君 野島征夫君、寺田正実君、島崎秀樹君
・体を動かす。ヨガ、ストレッチ。例会の中にレクリエーションを入れたほうがいい。
・長良川鉄道 （外での例会）
・早朝例会を行う。
・大和屋のカツ丼がいい。食事をしながらの例会。
・外来卓話が出来ていない。オンラインでもよいのでは。
・配置を変える。例会順序を変えてみる。
・このままでは明日のロータリーはない！刺激のある、危機感を持つ、ワクワクするするような例会！！
E グループリーダー：井俣愛美君 発表者：尾村忠雄君 美谷添里恵子君、東田陽博君、松森正和君
・自分自身が目標（出席）を決めて出席する。
・委員会ごとに楽しい例会づくりを話し合う。
・スポーツ例会（担当委員）を行う。
・健康診断の話。
・今日の机の例会だと話し合える。雑談も含めて、月に 1 回でも楽しい話しあえる例会。
（向い合せにする）
・年間計画の決定していない所を利用。
・最近、話題の人に卓話を頼む。
（子ども食堂、お宝まんじゅう）
・出席のシールを自分自身で張る。
貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。小グループで話し合うという事は、皆さんの意見
が多数聞こえてきましたので、ありがたいことだと思います。各委員会が今日の事を出来るだけ反映できる
ように集まる機会がありましたら検討していただいて、実行していただければと思います。本日はありがと
うございました。
3 分間スピーチ
井俣愛美君
今日は夫婦の休日の楽しみ方を話そうと思います。最近はドライブやウォーキング、神社巡り、山ある木
に行くのが好きです。2 週間前ですが、久しぶりに乗鞍岳に行ってきました。その前までは上高地に年 2 回
行っていましたが、楽しみ方が分からず、合羽橋の辺りをウロウロしているだけでしたが、だんだんわかる
ようになり、大正池からずっと降りて歩くようになりました。楽しいなと思っていましたが、比較的平らで
ハイキングのような所だなと気づいて、乗鞍岳に行くことにしました。ただ私は考えていなくて、歩いてつ
いて行ったのはよかったんですが、バスターミナルが 2700ｍの所にあり、そこから上に行くと、頂上の剣ヶ

峰の所は 3026ｍあり、軽く見るなとネットに書いてありましたが、私はそこを見ておらず、ついて行ったん
です。最初は調子よくいけたんですが、日ごろの運動不足がたたりまして、少し歩くとすぐ息切れして休憩
しながら、どうしても頂上に行きたかったので頑張って登りました。頂上には神社があり、そこでとても良
い笑顔で写真を撮っていましたので、私も良い笑顔で撮ったつもりが、かなり顔が疲れていたようで主人か
らも大丈夫かと言われました。その日は朝から雨が降っていて眺めは良くありませんでしたが、降りる頃に
は雲も晴れてきて良い景色が見れて、
気分良く降りていきました。
途中の休憩場所まであと少しという所で、
私はコケまして、乗鞍岳は火山の岩がゴロゴロしていて、スコンと綺麗に転びました。手に怪我をして血が
ぽたぽたと出たので気を取られていて、気にもせず帰って来たんですが、2，3 日後に頭が痛くなり、首もパ
キッギシっとなるので、病院に行きましたらムチ打ちになっていました。いまだに痛みが残っています。健
康のために歩いたはずが、今は健康を害しています。自分の体を考えて運動できればと思います。
委員会報告
＊親睦委員会 誕生日お祝い
＊ロータリー情報委員会 IDM の案内
ニコＢＯＸ
ニコＢＯＸ委員会 大村太郎君
小島君 秋らしくなってきましたね。スポーツの秋です。皆様、同好会のゴルフコンペに参加をお願いしま
す。今月は 9 月 27 日です。まだの方はゴルフをすると、人生の楽しみが増えると思います。本当に！
松森君 小島会長よりゴルフのドライバーをいただきました。ありがとうございます。ゴルフ同好会の皆さ
ん、よろしくお願いします。
寺田澄男君 モデルナにやられ、えらいです。でもお坊効果に期待していいかな？
藤代君 昨日、ひ孫が産まれました。女の子です。昨日、コロナワクチンを打ちました。今日は倦怠感が残
ります。
寺田正実君 秋の長雨、少し邪魔になります。畑仕事がなかなか進みません。
、大変です。
畑中君 昼のニュースを見ました。結構長い時間取り上げられ、ロータリーアピールできていました。
島崎君 コロナで人が足りません。かといって募集しても中々集まりません。
東田君 石井医院で週 2 回ほどコロナウイルス感染の抗体検査ＰＣＲ検査の検査役をしています。検査をし
なければいけない人は減ったのですが、陽性反応の出る人はまだ結構います。
佐藤君 9 月 25 日（日）土井善晴さんのシンポジウムの時に、ロビーで段ボールコンポストを展示すること
になりました。皆さん見に来てください。
井俣君 最近ムチ打ちになって、中々痛みが取れず病んでいます。健康は大事だ！！
遠藤君 ドルが節目の 140 円を超えたので久しぶりにＦＸに入金し、千円プラスでしたのでニコＢＯＸに使
わせてもらいます。
鷲見君 静岡の園児の死亡事故、孫と同じ年の子です悔しいやら・・。悔しいやら・・。本当に悔しいです。
美谷添里恵子君 台風 11 号の被害がなくて嬉しかったです。長雨が続いて稲刈りが伸びそうです。
（うちに
はありませんが・・）
同文 尾村君、和田良一君、羽土君、野島君、山下君、石徹白君、原君、旭君、山口君、杉山君
次回行事予定
９月１４日 会員卓話（ニコＢＯＸ委員会）
９月１６日 IDM（ホスト：寺田澄男君）

９月２１日
９月２８日

クラブフォーラム
職場例会（(有)本州砕石）

出席報告
第 2075 回
第 2076 回

出席委員会 旭 美香君
会員数
３２名
３２名

出席者数
２６名
２５名

欠席者数
４名
６名

補正者数
1名

出席率
87.09％
80.65％

出席免除
１名
１名

