
No.2170 回 例会 平成 22 年 7月 2日 

お祝 ・役員挨拶    
 

高山西ロータリークラブ 

例会報告 
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  粟原 藤義 

                               

 

    地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「Summer vacation」 蜘手 康介 

◎飛騨慈光会より ＜バッヂの交換＞ 

 ・理事長退任、および新任の挨拶  

＜例会変更＞  

 高  山……… 7月 1日(木) は、定款第6条第1節により休会  

          8月 5日(木) は、納涼ゆかた例会のため  

18：30～ 恵の久 に変更  

高山中央……… 7月19日(月)は､ 法定休日(海の日)のため休会  

美濃加茂……… 7月  9日(金) は、定例総会･懇親会のため  
             18：00～ ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に変更  

7月30日(金) はIAC合同早朝清掃例会のため  
                7：30～ 前平公園内 に変更  
          8月14日(金) は、定款により休会  
可  児……… 7月  8日(木) は、定例総会･懇親会のため  

          18：30～ グルメゾンものがたり に変更 ＜会長の時間＞ 
7月29日(木) は、夜間例会のため 会長の時間については、本日は後ほどの挨拶に代えさせていただ 

                   19：00～ 鈴川 に変更 きますが、一点だけ、最初に残念な報告をさせていただきます。会

員 森本久雄さんが一身上の都合にて６月２２日、退会届を提出さ

れ、役員・理事に稟議し、６月３０日付にて承認されました。 

          8月12日(木) は、定款により休会 

8月19日(木) は、納涼例会のため、 

18：30～ に 変更  

可  茂……… 7月14日(水) は、定例総会･懇親会のため ＜幹事報告＞ 
            15日(木) 18：30～ ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂に変更 ◎ＲＩ本部より 

加 茂 東……… 7月 8日(木) は、定例総会･懇親会のため  ・「OFFICIAL DIRECTORY 2010-2011」 

              18：30～ ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に変更 ◎国際ロータリー日本事務局より 

         8月12日(木) は、定款により休会  ・｢国際ロータリー２０１０年規定審議会 決定報告書｣ 
◎ガバナーより  
・地区補助金募集の申請期間延長について 

＜出席報告＞   申 請 者  2630地区 各ロークリークラブ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 35名 11名 46名 46名 100％ 

本日 40名 － 40名 46名 86.77％ 

(1クラブ１ロとします) 

募集ロ数  10□ 

  補助金額  1口US$3,000を上限とします 

申請期間   2010年6月30日に地区に申請到着したもの 

               ⇒ 7月31日(土)に到着したもの 
  



例 会 報 告  
＜本日のプログラム＞ 今月のお祝 

◎会員誕生日 

中林 和夫 １０年    古橋 直彦  １年 

小森 丈一 ７．２０     平  義孝 ７． ２ 

◎在籍周年記念表彰 

平 義孝     

 ２５年  

菱川 正臣  

２５年(当日欠席) 

◎３ヶ月表彰 岡田 贊三  ７．２５       小林 勝一  ７．２５ 
・内田 幸洋 ・小田 博司  ・河渡 正暁 ・斎藤   章 

 ・阪下 六代  ・垂井 政機 ・寺田 昌平 ・中林 和夫 

・鍋島 勝雄 ・古橋 直彦  ・野戸  守  ・村瀬 勝彦 

・門前 庄次郎  

    

◎昨年度ニコニコボックス年間表彰 
田近  毅  ７．２６      田中 正躬  ７．２８ 

2009～2010年度、ニコニコBOX総計額は

1,068,331 円で、目標の120万円には達し

なかったものの、このご時世でこれだけの

額を集める事が出来たのは会員皆さんの

おかげであると感謝申し上げます。ちなみにこの金額は、ビジター

の方にいただいたものや、出席表彰・遅刻早退のファイン等、全て

を含んだもので、会員の純粋な投函額としては742,500円となって

います。ニコニコBOX表彰については、あくまでもこの純粋な投函

額の集計に基づいております。 

阪下 六代 ７．１１    門前 庄次郎 ７．２２ 

谷井 伸之   ７．２３ (当日欠席) 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

     脇本 敏雄   光子さん   ７．２１ 
投函金額、投函回数ともに1～3位は、会長 内田幸洋さん、幹

事 古橋直彦さん、ニコニコ委員長の私 門前庄次郎の順でした。

しかしそれぞれ立場上という事で表彰については辞退、となりまし

たので、表彰は3名を除いた中で選出させていただきました。 

◎結婚記念日（当日、ご自宅へケーキをお届け） 

     なし 

◎出席表彰 

 

    

 

 

 

斎藤  章  ２０年          鍋島 勝雄  ２０年 最優秀協力賞 鍋島 勝雄さん  最多投函賞 鍋島 勝雄さん 
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例 会 報 告  
● 幹事あいさつ              中村 良平 

 今年度、幹事となりました中村です。どうぞ一年間ご協力お願い 

致します。前の席に座って２年目、地区協議会の勉強会からやっと 

ロータリアンの端くれになったような思いがします。鍋島会長の考 

え方を尊重しつつ、クラブ運営を楽しくそしてしまりのあるクラブ

にしていきます。また、各委員長及びＩＭ・４５周年・ＩＡＣ特別

委員長との連携をスムーズに行っていきますので、よろしくお願い

します。 

投函賞  寺田 昌平さん    ユーモア賞 田中 武さん 

なお、その他の受賞者は優秀協力賞に伊藤 松寿さん、ちょっと

いい話で賞に寺田  一夫さん、ユーモア賞に挾土 貞吉さん、道脇

清春さんです。 

 

●会長エレクトあいさつ            斎藤 章 

指定席も２つ飛び座席となり、内田前会長の時は気楽であったが、 
皆さん、ご協力ありがとうございました。 

まじかに鍋島会長の活躍を見ることになりました。 
 

もう1年後には回ってくるであろう会長職に、期待と不安の混じっ 
 

た変な気分です。今年度は、当クラブ45周年、I.M,など行事が目 
役員あいさつ 

白押しです。次年度はインターアクトの大会ですが、今年度中に準 
●会長あいさつ  

備して頂いて神輿に乗っていればとのことです。 
     鍋島 勝雄 

次年度には、何をするのか1年間ゆっくり考えさせて頂きます。 
創立４５周年の節目 

 
に会長に就かせていただ

き重大さをヒシヒシと感

じております。 

●副会長あいさつ           折茂 謙一          

 今年１年副会長をつとめさせていただくことになりました。ロー

タリーを通じて世界に奉仕したいと思って入会させていただきま 
もう一度ロータリークラブ誕生の原点に立ち返り、自覚ある運営 

したが個人的な理由でこの３年間あまり出席できませんでした。医 
を目指し全員で助け合って“和の心を大切に”を、１年間の目標に 

者馬鹿、仕事馬鹿で、世間的なことに疎いのでロータリーの皆様の 
させていただきます。 

ご指導を賜りながらこの１年わたしなりに精一杯努力するつもり 
人は愛されること、人は褒められること、人は役にたつこと、 

です。よろしくご協力のほどお願いいたします。 
人は必要とされることによって幸福感を感じます、口で・振る舞い 

 
で、意思の伝達を出来る唯一の動物です、顔と顔が向き合うことが

大切です。 
●副幹事あいさつ            中林 和夫 

副幹事を務めさせていただきます中林でございます。 

エレクト席から会長席に移って会場の雰囲気の違いを感じてい 
今年１年間中村幹事の動きをよくよく見ながら、来年に向けて頑

張っていきたいと思います。中村幹事に色々とご指導をいただきた

いと申し上げましたら、はっきりと『自分で勉強しなさい』と御断

りをいただきましたので、私は私なりに勉強をしていきたいと思い

ます。皆様どうぞよろしくお願いします。 

ます。会員の義務である、例会に変化を持たせ各会員が違った雰囲 

気を味わえる例会にします。 

本年４６名で出発予定でしたが、残念ながら、４５名にて出発 

いたしますが、会員の増強を早急に計ると同時に、退会の防止を最 

優先にし、ロータリアンとしての理解と倫理観を会員間で話し合え 
 

る場を多く設けると同時に、会員の親睦を大切にすると同時に会員 
＜理事会報告＞ 

家族との親睦を深めます。 
１． 次理事会までの例会確認 → 承認 

当クラブは記念事業が多く開催されます、１０月 IM大会、１２ 
２．前期より2008-2009決算について → 承認 

月創立４５周年記念大会、来年度インターアクト地区大会準備委員 
 ３． 2009-2010予算案について→ 承認 

会等、各大会委員長も決定され委員長を中心に着々と準備はされて 
 ４．その他 特別会計積立金について →IM、45周年記念式典、 

いますが、メンバー全員の総力のご協力をお願いいたします。 
   IAC年次大会の経費支出用として一部定期預金を解約する  
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例 会 報 告  
 ＜ニコニコボックス＞ ●垂井 政機さん 

●鍋島 勝雄さん サッカー日本代表は感銘の凱旋帰国、まことに立派でありました。

それに比べ大相撲はなんとも情けない事であるか。かくなるうえは まだだ、まだだと思って今日まで来ましたが、ついにこの時が来ま

した。内田前会長、古橋前幹事、本当にご苦労さまでした。1年前

の内田前会長の気持ち、ひしひしと感じています。皆様にはつたな

い会長で多々ご迷惑をお掛けしますが、ご協力宜しくお願いいたし

ます。 

NHKのテレビ放送があるかどうか賭けるか？！ 

●堀川 和士さん､米澤 久二さん､田中 正躬さん､洞口 良一さん 

新年度が始まりました。新生ニコニコ委員会からシンプルなお願い 

ひとつ。難しい事は申しません！簡単なことなのです。開始早々お 

●中村 良平さん 金の話で申し訳ございませんが、会員お一人様月2,000円、全員ど 

内田会長・古橋幹事、一年間ご苦労様でした。今年度一生懸命に幹

事を務めさせてもらいます。皆様よろしくお願いします。 

なた様に限らず平等にご覚悟下さい。それだけの簡単なお願いでご 

ざいました。 

●内田 幸洋さん、古橋 直彦さん  

地域を育み大陸をつなぐ 

鍋島・中村丸の船出を祝し、航海の順風満帆なることをお祈りいた  

します。  

●田近 毅さん  

私が船長の時の航海長を務めてくれた鍋島君が5年の歳月を得て 

本日より目出度く船長になられました。その節は大変お世話になり 

ました。あの時の素晴らしい手腕で会を引っ張って行って下さい。 

鍋島丸が無事航海を終えられることを心からお祈り申し上げます。 

●平 義孝さん 

鍋島会長、中村幹事、役員の皆様一年間よろしくお願いします。今 

年は我クラブ45周年、一つの節目です。会員全員でよい一年にな 

ります様頑張りましょう。 

●小森 丈一さん 

・鍋島会長中村幹事、今年度はIM、年次大会、西クラブ創立45周 

年と色々な行事があり多忙な年度となりますが、タフなお二人な 

ので無事に終えられることでしょう。ご活躍を期待しています。 

･本日誕生祝いが貰えるとの事なので併せてニコニコへ。 

●山本 善一郎さん､脇本 敏雄さん､新田 敬義さん､斎藤 章さん､

村瀬 勝彦さん、中林 和夫さん、門前 庄次郎さん、 

遠藤 隆浩さん、粟原 藤義さん 

内田前会長・古橋前幹事、一年間大変ご苦労様でした。鍋島新会長・

中村新幹事、どうか頑張っていただいてよろしくお願いします。門

出を祝福します。 

●田中 武さん､野戸 守さん､小田 博司さん､垣内 秀文さん 

いよいよＮＮ丸の出航です。一年間ご苦労さまです。Ｓ．Ａ．Ａも

今日から始まります。皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

●寺田 昌平さん 

・新会長鍋島さん幹事中村さんの今日よりの船出を祝して。 

・サッカーワールドカップ｢サムライジャパン｣よく頑張ってくれま 

した4年後へつながり良かった、良かった。  

 

 

7月4日(日)、毎年恒例となった旧会長幹事慰労・新会長幹事

激励のゴルフコンペが飛騨高山カントリークラブにて、表彰式・

懇親会が桃園にて行われました。 

新旧会長および新旧幹事への花束贈呈 
 

ゴルフコンペ優勝の寺田(昌)さん    準優勝の中林さん 

 



例 会 報 告  

   ３位 野戸さん      ベスグロ 洞口さん 

脇本さんの頭出しによる｢めでた｣ 

 

 
新旧親睦委員長 

大変お疲れさまでした  
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