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　生まれてこの方入院歴無し大病無しで過ごしてきており親に感謝するばかりです。
そのため健康を意識する事がまず無いのですが、一つ挙げるとすると「明るく笑顔で
過ごす事」かなと思います。　何かの本か雑誌で「楽しいから笑うのではない、笑うか
ら楽しくなるのだ」という言葉にふれ、以来辛いこと上手くいかないことがあっても出
来るだけ明るく振る舞うようにしております。

※ポジティブ100%
　〇ネガティブ0パーセントの思考を維持する
　〇常に1年後 3年後 5年後などの近未来を思い描き線路を引き続ける
※精神的には
　〇全ての事柄において決めたら積極的に行動を起こす
　〇やりたい事をやる　〇言いたい事を言う　
　〇お金を自由に使う(細かな値段の比較などをしない)
　〇金額に関係なく常に気に入った一番良いものを選ぶ
※身体的には
　〇3ヶ月毎の血液検査　〇3ヶ月毎の眼圧検査　〇1 年に 1 回の全身人間ドック　
　〇2年に1回の大腸検査など、ケアを怠らない　〇適度なサプリメントと食事の管理
※心身共に「異変を感じる」事ができるよう自分の体を毎日管理する事が重要だと
　思っています。

司会進行　河野裕仁副幹事
  1. 開会点鐘　　　　　  　　　  古山紀昭会長
  2. Rotary Song 斉唱  国歌・我等の生業
  3. ゲスト紹介                                  
　  恵那市長　　　　　　　　　   小坂喬峰様
  4. ニコニコ発表
　  ニコニコ金額   □ 前回の投函額    32,000円
　　　　　　       □ 前年度累計額  153,000円

  5. 会長の時間  
  6. 幹事報告・委員会報告
  7. 会員の広場
  8.  卓話 『恵那市の現状と未来について』

小坂喬峰恵那市長
  9. 閉会点鐘                                      古山紀昭会長

本日のプログラム



【2022年8月】
27日（土）クラブ研修リーダーセミナー  岐阜グランドH
30日 (火）夜間例会 SORA

【2022年9月】
  5日（月）ガバナー公式訪問3RC合同例会 
  6日（火）移動例会　6日→5日
11日（日）家族会 (管理運営委員会）澄ヶ瀬やな
13日（火）移動例会　13日→11日
20日 (火）祝日のある週のため休会
27日 (火）祝福  卓話  (一財)日本気象協会
　　　　  元常務理事  古山享嗣様　 　理事会

例会・事業活動のスケジュール

ゲスト紹介

小坂喬峰恵那市長
昭和38年2月生まれ　59歳
【 略歴 】
昭和62年  3月   名古屋工業大学工学部卒業
昭和62年  4月   恵那市役所　勤務
平成14年  4月   企画課情報化推進係長
平成18年  4月   商工観光課工業係長
平成24年  7月   企画課長補佐
平成25年  4月   リニアまちづくり課長補佐
平成26年  4月   商工観光課長
平成28年  4月   商工振興・雇用創出チーム政策   
　　　　　　　推進監
平成28年  8月   恵那市役所退職
平成28年11月   恵那市長就任

7月夜間例会中止、その考え方について話をさ
れました。

幹事報告

8月 2日卓話

『インクルージョンを目指して』
　  岐阜東濃グループ　佐藤円一郎ガバナー補佐
　高橋ガバナーは地区スローガンを『「ロータリ
ーの心と原点」を大切に、描こう明るい未来を』
（ロータリアンの成長が日本のロータリーの未
来を創る）というスローガンを掲げられました。
高橋ガバナーはロータリーの心を「寛容の心を
基盤とした友愛と信頼」「超我の奉仕」「最もよ
く奉仕するもの、最も多く報いられる」の２つの
モットーを挙げられ、ロータリーの原点について
は、「人づくり・真のロータリアンを育てること」
と言われています。
　それでは「クラブの明るい未来」とはどんな形
なのでしょうか。まずは「ロータリーの理念」を
学ぶことを挙げさせていただきます。高橋ガバナ
ーは「ロータリーの理念」は「奉仕の実践」と同
等に重要と言われています。理念の中でも特に
大切にしたいのは、「ロータリークラブは、奉仕
の実際の活動を行う、個々のロータリアンを育て
る団体」という教育的側面をしっかり心得ておく
ことではないでしょうか。
　続いて、クラブ内における「コミュニケーション
の充実」です。ロータリーの理念を学びながら、
思ったことや考えたことを、何でも発言できる雰
囲気は大切です。こういう風通しの良さがあって
こそ、組織が硬直化せずに、新しいアイデアの着
想や高橋ガバナーが言われる「クラブの不易流行
」を考える土壌ができるのではないでしょうか。
　それから三番目が「クラブの活力」です。一人一
人がクラブに「居心地の良さ」を感じながら、活
き活きとロータリーをエンジョイできていること
も大事な要素です。「入りて学び、出でて奉仕せ
よ」の精神で、「学び」と「行動」をバランス良く
積極的に体現することが大切です。そして、そうな
ることで「帰属意識の高まり」が生まれます。クラ
ブが一体となっているか、ワンチームになれてい
るのか、というのはとても重要です。
　最後にその結果として「クラブに誇り」が持て
ること。高橋ガバナーは「誇りを持って、自分たち
の信じる道を堂々と歩んでいきたい」と言われて
おります。
　明るい未来に向けては、様々な考えや取り組み
があろうかと思いますが、今期、特にフォーカスさ
れているキーワードが[『ＤＥＩ』です。
『Ｄ』はダイバーシティ「多様性」、『Ｅ』はエクイ

本日例会終了後、理事会を開催します。
次週8月30日（火）は18：30よりSORAにて夜間
例会を開催します。
9月6日（火）は移動例会となり、9月5日（月）『ガ
バナー公式訪問3RC合同例会』へ変更です。
【ガバナー公式訪問3RC合同例会】
日にち　令和4年9月5日（月）
会　場　パルティール　中津川市駒場476-1
例　会　12：30～13：30　
※昼食はお持ち帰りとなりましたので、例会時
　間に間に合うようお越しください。
【来信】○8月のロータリーレート　1ドル＝133円

○
○

○

管理運営委員会
9月11日（日）家族会について

委員会報告

8月 2日会長の時間



ティ「公平さ」、『Ｉ』はインクルージョン直訳する
と「包含」（ほうがん）という意味になるのですが
「仲間になる」と置き換えていただいて宜しいか
と思います。これからの時代、会社でも職場でも
、様々な場面で活用できる考え方となります。

左の「ダイバーシティ」はロータリーであれば、年
齢、性別、職種、社会的・経済的立場等、様々な
属性の方々が集まっている状態です。右の「イン
クルージョン」はその様々な方々がお互いにつな
がり合っている状態を表しています。

「エクイティ」（公平さ）についてですが、「平等」
という意味の「イコーリティ」と比較します。二つ
の絵には、両方とも塀越しに野球を見ている三人
の親子が描かれています。左の「イコーリティ」は
三個ある箱を三人に「平等に」分けていますが、
一番右の男の子は箱の上に乗っても野球を観れ
ていません。一方、右の「エクイティ」では、三人の
身長差に「応じて」箱を分けており、三人全員が
野球を観れる状況が作られています。改めて「エ
クイティ」とは、それぞれの違いを考慮した上で、
みんなが同じ機会にアクセスできるようにしてあ
げる「配慮」となります。

＊佐藤円一郎ガバナー補佐 / 井澤好彰君（多治見RC)
本日は宜しくお願い申し上げます。
＊山田　浩君
誕生日の祝福ありがとうございます。
＊髙木良直君
誕生日の祝福ありがとうございます。満59才来年
還暦です。本当に一年一年早く感じます。
＊大野幸泰君
54才になってしまいました。今年度も始まったば
かりですが、このコロナ第7波に負けずに公私共
に頑張ろうと思います。
＊青山貫禅君
佐藤ガバナー補佐訪問御苦労様です。一年間宜
しくお願いします。御活躍を祈念しています。
＊纐纈雅治君
本日は『私の健康法』の話をさせていただきます
。健康は努力しないと得られない年齢になりまし
た。よろしくお願いします。
＊纐纈裕仁君
『私の健康法』への掲載ありがとうございます。
これと言った特別なことではありませんが、聞い
ていただけたら有難いです。

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 8/26移動  9/16•23休会
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8・9月の他クラブ移動例会開催日程
9/5 移動  8/29 休会
 8/29 休会
9/27 移動 

8/25•9/29 移動　9/22 休会 

卓話　佐藤円一郎ガバナー補佐

クラブアッセンブリー　旅館いち川

多様な人材が集まっている状態    多様な人材が集まり
相互に機能している状態

＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
佐藤円一郎ガバナー補佐と多治見ロータリーク
ラブの井澤好彰君の訪問を歓迎します。新型コロ
ナ第七波の中でもあり、大変申し訳ないですが、
卓話を時短でお願いしました。宜しくお願い致し
ます。

ニコニコボックス


