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　まだまだこんな状況です（笑）
未来に向け次世代に向け自分の中で何か実
践できていきればと考えます。

本日のプログラム
司会進行　大野幸泰副幹事

  1. 開会点鐘　　　　　　　　　     脇田誠会長   
  2. Rotary Song 斉唱 国歌・我等の生業
  3. ゲスト紹介                                     脇田誠会長
　  岐阜東濃グループガバナー補佐    山田幹雄様
              〃        ガバナー補佐副幹事　坂井宗明様
  4. 新会員の紹介 　　                         脇田誠会長
　  （株）十六銀行 恵那支店  支店長  伊藤孝行君
  5. ニコニコ発表
　 　本日会員総数 43 名  / リモート参加数 6名
　   7月6日出席率　33 /43 名  76.74％
　  ニコニコ金額   □ 前回の投函額      78,000円
　　　　　　　   □ 今年度累計額     78,000円
  6. 昼食
  7. 会長の時間
  8. 幹事報告・委員会報告
  9. 会員の広場
10. 卓話　 　　　　　　山田幹雄ガバナー補佐
11. 閉会点鐘                                     　  脇田誠会長

脇 田  誠

山田幹雄ガバナー補佐　ご紹介
生年月日 昭和23年11月25日
事 業　所 平和コーポレーション（株）
　　　　 取締役会長
　　　　 瑞浪市和合町2-216 
職業分類 旅客運送業
所属R  C 瑞浪ロータリークラブ
略　　歴 1971年3月 高崎経済大学経済学部卒業
　　　　 1971年4月 平和タクシー（株）入社
                   1981年7月 代表取締役社長就任
　　　　　1995年6月 明知鉄道取締役就任
　　　　　1996年6月（合弁）双喜平和出租汽車有限公司 副薫事長就任（現在）
　　　　　1996年8月 平和コーポレーション（株）（社名変更）代表取締役社長就任
　　　　　1997年6月 中部乗用自動車協会連合会 理事
　　　　　2001年11月 社団法人全国乗用自動車連合会 評議員
　　　　　2005年6月 社団法人岐阜県バス協会 理事
　　　　　2010～2019年 瑞浪商工会議所 副会頭
　　　　  2020年6月 平和コーポレーション（株） 取締役会長就任
　　　　　2007年10月 国土交通大臣表彰

ゲスト紹介



ゴール1 :貧困をなくそう
　前身のMDGsから引き続いて
設定されている目標が「貧困の
撲滅」である。ターゲットI. 1には
「2030年までに、現在1日L25ドル

未満で生活する人々と定義されている極度の貧
困をあらゆる場所で終わらせる」と設定されてい
る。開発途上国を中心に広がる極度の貧困状態
に置かれた人々の所得水準を上げるためには、先
進国からの国際協力も求められる。
　そして、貧困の撲滅は、開発途上国に限った課
題ではない。ターゲット1.2「2030年までに、各国
定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全
ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる
」に示されているように相対的貧困率を下回る
状況に置かれた人々への支援は日本国内でも大
きな課題だ。特に、保護者の経済状況に左右さ
れる「子どもの貧困」は、表面化しにくいといった
特徴もあるため、その対応にも工夫が必要であ
る。            

 ＜月報司法書士2020年12月号参照＞

＊会長 脇田  誠君 / 副会長 樋口義成君 / 幹事 加
藤勝也君
いよいよ新年度のスタートとなります。コロナ禍
が収まりを見せない中、どのような一年になるの
か不安で一杯ですが、皆様のご協力ご指導をい
ただきながら、前向きに進めてまいりたいと存じ
ます。拙い執行部ですが1年間よろしくお願い申
し上げます。
＊中津川ロータリークラブ 波多野一夫君/酒井康
孝君
脇田会長の門出をお祝いします。
＊纐纈雅治君
脇田丸の船出を祝福します。頑張って下さい。及
ばずながら直前会長として協力させていただきま
す。すばらしい一年になることを祈っています。
＊山本好作君
纐纈雅治会長年度の最終例会は妻の両親への
親孝行で欠席させていただきました。脇田会長
年度のスタートをお祝い申し上げます。中津川Ｒ
Ｃ波多野さん、酒井さんのご来訪を歓迎します。
誕生日の祝福ありがとうございます。
＊市川康夫君
先週、纐纈丸の帰港、おめでとうございました。
特にこのコロナ禍の厳しい状況の中、会の運営

　　　　　2014年11月 黄綬褒章受章
ロータリー歴 1997年6月 瑞浪ロータリークラブ入会
            　　2007～2008年度 クラブ幹事
　　　　　 2014～2015年度 クラブ会長
　　　　　　 2015～2017年度 米山奨学生カンセラー
　　　　　　 2014年 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　　　　　 2016年 米山奨功労法人
　　　　　　 2017年 第3回米山功労者マルチプル

坂井宗明ガバナー補佐副幹事　ご紹介
事  業  所 （有）ヤマサ坂井陶器
職業分類 陶磁器配布

幹事報告

7月6日（火）旅館いち川にて新旧合同理事会を開
催いたしました。
十六銀行恵那支店長の中島豊己君が6月末で転
勤されました。本日より伊藤孝行新支店長に入会
していただきます。

○

○

例会・事業活動のスケジュール

【2021年7月】
20日（火）祝日のある週のため休会
27日（火）通常総会  委員長就任挨拶　   理事会

新会員紹介

委員会報告

管理運営委員会
本日、8月24日開催『家族ＢＢＱ例会』のご案内を
配布いたしました。

○

Ｒ酒場

　目新しいビールがあると妻が購入してきてくれ
るのですが、4月だったか家の冷蔵
庫に入ってました。「アサヒスーパー
ドライ 生ジョッキ缶」感動を覚え
るほどの泡立ちとおいしさ！又買っ
てきてとお願いしましたがどこに
行っても見かけないとの事・・・調べると月一で再
販されるとの事。
7月は本日13日発売予定！酒屋へ急げ！！

脇田　誠

     氏        名　伊藤　孝行　
事 業 所　   （株）十六銀行 恵那支店
役      職　支店長
職業分類　普通銀行
所   　 属　クラブ広報委員会

いとう　たかゆき

ニコニコボックス

SDGs を構成する 17のゴール



に真摯に取り組まれたこと、会員の一人として感
謝申し上げます。また、今日から脇田丸の出航お
めでとうございます。脇田会長はじめ役員の皆様
方、これからの一年間ご苦労様です。明るく素晴
らしい一年間であることを切に祈念いたします。
また、本日は誕生日の祝福をいただき、まことに
有難うございました。以上、ニコニコの投函をさ
せていただきます。
＊原  昶君
纐纈会長、柘植幹事コロナ禍の中大変な一年間
お疲れ様でした。私 昨年末より体調を崩し例会
欠席が続いておりますが、先日はクラブよりお見
舞いをいただき有難うございました。体調もほぼ
回復し近々例会に出席出来るかと思います.。その
節は宜しくお願い致します。
＊山田  浩君
脇田年度にSAAの大役を任じられました。ロータ
リーの全ての会合が円滑に運営され、その趣旨
が達せられるよう努めてまいります。皆様の御協
力よろしくお願いします。波多野さん、酒井さん
来恵大歓迎です。
＊渡辺敏夫君
恵那クラブ設立60周年記念の年　脇田丸の船出
を祝います。私事ですが7月１日6人目のオジイに
なりました。
＊阿部伸一郎君
纐纈直前会長、柘植幹事、コロナ禍で気苦労も
多かったことと思います。一年間大変お疲れ様で
した。併せて、脇田会長、加藤幹事を始めとする
執行部の皆様の門出を祝し投函致します。本日
は、年度初めの大切な例会にも関わらず、急遽明
日からのポーランド大使来恵に伴う、事前テレビ
取材の対応を頼まれ、欠席しますことお許し下さ
い。また、先般は、「がんばれポーランドマスク」
へのご協力ありがとうございました。オリンピッ
ク選手団は、18日から30日まで恵那で事前キャン
プを行います。応援よろしくお願い致します。
＊古山紀昭君
第61代会長 脇田誠君、幹事 加藤勝也君、役員、
理事の方々、就任おめでとうございます。コロナ
禍の中、60周年もあり、難しい運営をしなければ
なりませんが、充分、力を発揮してください。1年
間、宜しくお願い致します。
＊井口享久君
脇田会長・加藤幹事と執行部の皆さん新たな船
出おめでとうございます。
＊柘植典之君
脇田丸の船出をお喜び申し上げます。コロナ禍
の船出となりましたがコロナを吹き飛ばす勢い

のご活躍を祈念申し上げます。合せて本年度、支
援プログラム委員長を拝命しております。1年間よ
ろしくお願いいたします。
＊大野幸泰君
副幹事を仰せつかりました大野です。不慣れでご
ざいますが、よろしくお願いします。一年間頑張
ります。
＊髙木良直君
本年度組織強化委員長を拝命しました。今の段
階で3名ですが、まだまだ道半ばも行ってません
。御協力の程よろしくお願い申し上げます。また
家内の誕生祝ありがとうございました。
＊西山隆志君
本年度管理運営委員長を拝命しました。微力な
がらスムーズな例会運営を目指してがんばります
。皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。ま
た、初回から申し訳ありませんが、本日所用によ
り早退致します。
＊山田佳正君
脇田会長ご就任おめでとうございます。家内の
誕生祝いありがとうございます。
＊松井啓史君
妻彩の誕生日の祝福ありがとうございます。結
婚してから同じ趣味を満喫できていないので、今
年は夫婦揃って趣味を楽しみたいと思います。
＊竹中道明君
誕生日、結婚記念日の祝福ありがとうございまし
た。大台に乗りました。
＊佐々木元司君
脇田丸出航おめでとうございます。同級生のよし
みもあり、微力ながら運営のお手伝いさせて頂き
ます。
＊松田  翼君
2021-2022年度・恵那ロータリクラブ、クラブ広報
委員長を務めます松田です。脇田会長はじめ執
行部その他理事等のメンバーと一緒に1年間精一
杯頑張って務めます。初めての委員長至らない点
等多々あるかと存じますが、会員の皆様どうぞよ
ろしくお願いします。
＊家田  博君
家内の誕生祝いありがとうございました。

中津川センター
土岐
多治見リバーサイド
多治見
多治見西
中津川
瑞浪 8/20•27 移動  7/23•8/13休会
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7・8月の他クラブ移動例会開催日程
7/19 休会
7/26 移動  7/19 休会

7/22 休会

7/27•8/24 移動  8/10休会



就任挨拶　脇田 誠会長 就任挨拶　樋口義成副会長

就任挨拶　加藤勝也幹事

退会挨拶　中島豊己君

就任挨拶　渡邉大作 60 周年実行委員長

会長方針　脇田 誠会長

地区青少年奉仕委員長
　委嘱　藤下和也君

波多野一夫君・酒井康孝君（中津川 RC)　
　　　脇田会長のお祝いに来訪

バッチ交換　脇田  誠会長・纐纈雅治直前会長 バッチ交換　加藤勝也幹事・柘植典之直前幹事


