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    地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「Summer vacation」 蜘手 康介 

＜会長の時間＞ 

今日の中日新聞に、

宇宙飛行士野口聡一

さんが 163 日の宇宙

滞在を終えて生還後

のインタビューで地

球に戻って良かった

と感じたことは、の問いに「水です、特に流れる水です。水が流

れていることのありがたさというものを実感します。飲む水・体

に浴びる水、水は欠くことの出来ない物」と語っていました。生

きているもの全てが必要とし、特に人間の感覚にはせせらぎの音

や川の流れに奥ゆかしさや癒しを感じさせてくれますと書かれ

ていましたが、一度狂うと大変な災害を起こす恐ろしさを秘めて

います。 

 今朝私の趣味であるゴルフ中継(全英オープンゴルフ)を見て

いる時、画面の上にテレップが度々流れ大雨警報が発令されてい

ました。6時頃のテロップで可児市土田地区が掲載されビックリ、

実は我が社の可児営業所が在る場所で直ぐに電話を掛けました。

本人の無事は確認出来ましたが凄い雷鳴と大雨が続いて居たが

今は小康状態に成ったとの報告に一安心しましたが近くで時々

サイレンの音が鳴っていると言われ出来れば付近の様子を見れ

る範囲で報告するよう指示を出しました。30 分経過後に電話が

鳴り車で行ける所から徒歩にて行ったみたいで息切れの声にて

状況の棲ましさを報告してきました。当社の取引先の工場は無事

だったが、運送店の車が凄まじい状態で流されているとのこと、

直ぐに当社社長に指示を出し見舞い等の対応に着手させました。 

 丁度 5 年前高山でも同じ状態が有りました。我社の倉庫でも

崖が崩れ倉庫の 3 分の 2 が埋まりました。その年、今まで出て

いた場所から水が極端に少なくなっていましたが深く考えませ

んでしたが崩壊後、原因を追究する内に 2 年前に上の山を造成

し流れが変わり今まで一度も無かった崩壊がありました。今回の

可児川の増水も多分乱開発にての増水によるものだと思います。 

 近頃、地球との共生を言われますが、地球自体は何をされ様が

文句は言いません。むしろ私達が地球に住まわせて居ることの自

覚が大切だと思います。今後もこの様な災害は多くある事でしょ

う。一人一人が災害に備える準備を行うと、同時に住民全体で災

害の起こりにくい地域計画目指して行きましょう。 

 

 

＜幹事報告＞ 

 

＜例会変更＞ 

 高山中央……… 

８月２３日(月)は、 

職場訪問例会のため 

          12：00～ レザミひだメディケアガーデンに変更 

   桑 名 北………８月１２日(木)は、特別休会 

  

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ (会報および10-11活動計画書)、可児ＲＣ(活動計 

画書)、不破ＲＣ(会報および10-11活動計画書)、不破の関ＲＣ(会 

報および10-11活動計画書)、(財)米山記念奨学会(ハイライトよ 

ねやま125) 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 39名 6名 45名 45名 100% 

本日 36名 － 36名 45名 80.00％ 
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＜本日のプログラム＞クラブアッセンブリー 

 

会報委員会 

委員長  粟原 藤義 

今年度会報に指名さ

れました粟原でござい

ます。 

本年度は委員長 粟

原、副委員長 蜘手さ

ん、委員に葛谷さん、岩田さん以上 4人で任にあたらせてい

ただきます。 

 ペーパーレスを掲げ、ホームページに会報を掲載するよう

になってから今年で５年目になります。今年も昨年同様、毎

週発行掲載をしていきたいと思います。今年も必要な方には、

白黒印刷ですが無料で配布致します。ご希望の方は私か事務

局まで申し出てください。 

また、談話席には例会時に１部常設しておきます。 

会長幹事の意向もありまして、毎週スムーズに会報を発行

できるよう原稿は、原則として例会前までに事務局へ電子デ

ータをメールにてお送りください。もし間に合わない方があ

れば例会当日中にお送りください。手書きの原稿の方は例会

終了後に事務局までご提出くだされば結構です。 

講師等の原稿は、前年度同様担当の委員長が責任を持って

依頼及び回収をお願いいたします。あくまでも会報に掲載す

るのは資料ではなく原稿ですので、特別の理由がない限り原

稿だけで結構です。 

毎月の表紙の写真は、今年も蜘手さんにお願いをし、快く

お引き受けいただきました。よろしくお願いします。 

担当例会としてゲストを2月に予定しています。                  

いずれにしても委員の皆さん、会員の皆さんのご協力無し

では出来ません、なにとぞ皆さんのご協力をお願いします。                ２．内容披露は提出者の気持ちになりきり、演出して気持ちを 

 

親睦委員会 

 委員長  鴻野 幸泰 

今年度親睦委員長を務

めさせていただきます。

副委員長は脇本敏雄さ

ん、委員には門前、河

渡、粟原、堺、小林、道脇、垣内、三浦さんです。基本方針

としては、「家族全員で積極的に楽しめる親睦会の企画・立

案をして、笑顔で親睦活動」です。 

 年間行事としては、最初 8月に納涼浴衣例会を計画してい

ます。そして、来年 1月には新年家族例会、5月には新緑例

会を予定しています。これらの行事については、今年度はそ

れぞれ家族例会にしますので、家族の方々の参加をよろしく

お願いします。そして、今年度は IM が 10 月 2 日に、45 周年

記念式典が 12 月にありますので、協力をさせていただきたい

と思っております。そして親睦委員としての目標は、月の一

回のめでたの練習をして、全員がめでたを謡えるようになる

ことが目標です。1年間どうかご協力のほどよろしくお願い

します。 

 

ニコニコ委員会 

委員長  堀川 和士 

委員長：堀川 和士、副

委員長：米澤 久二、委

員： 

寺田 一夫、洞口 良一、

田中 正躬、谷井 伸之 

①基本方針  

ニコニコＢＯＸは、まさにロータリー精神のシンボル。ニコ 

ニコ Ｂｏｘを通じて例会を盛り上げ、親睦を図り、ニコニコ 

の目的である「親睦から奉仕へ」のロータリーの本質の具現 

を目指す。 

②本年度の構想 

１．いかに会場を盛り上げ、ニコニコ Ｂｏｘに会員挙
こぞ

って 

提出してもらえるか協議。例会に臨みながら、会員全員に 

気持ちよく協力頂けるよう、手探りで模索する。今年度の 

目標額 １３０万円に設定 

込めて読み上げ、出来る範囲でジョークを取り込めれ 

ば望ましい ⇒ 親睦から奉仕へ 

３．ニコニコ賞およびニコニコ年間大賞を設定する。選考は 

ニコニコ Ｂｏｘ協力の数量、金額では選ばない。委員長 

の独断と偏見で「ウイット」に富んだ内容で選び、長い 

文章は、なるべく控えて頂き、俳句、川柳短歌調で戴け 

れば最高である。例えるなら「楽しみな 例会作る 良い 

幹事」。月の第２週に１名発表。（各当者無しの月もあ 

地域を育み大陸をつなぐ 
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り）大賞は６月に発表し５名以内とする。 

４．目標額を達成する為に、会員一人月に２回以上は協力を 

賜りたい。 

  ４５名×２０００円×１２ヶ月＝１,０８０,０００円 

  プラス 喜捨およびファイン ３００,０００円  

＝ １，３８０，０００円    ⇒ 目標達成！ 

５．前年度の門前委員長の言葉を拝借し最後に言い換えれば 

「月に２度 何も無くても ニコニコへ」でお願いします。 

                                      

雑誌広報委員会 

地域を育み大陸をつなぐ 

委員長  平 義孝 

 今年度の基本方針は、

毎月の｢ロータリーの

友」について説明する、

西ＲＣの委員会活動に

ついて｢～友｣に原稿を

投稿するようにする、です。また、今期は高山ＲＣからガバ

ナー桑月さんが 2630 地区を治められますので、3ＲＣで話し

合いながらＰＲに努めます。 

                       

ロータリー情報委員会 

委員長  岡田 贊三 

副委員長に新田 敬義さ

ん、委員に阪下 六代さん

です。基本方針は①新入

会員に､ロータリアンに

必要な知識を授ける。②

退会防止の為、年２回先輩ロータリアンとの懇談会を行う、

です。事業としては、1. 新入会員のためのオリエンテーショ

ン及び懇談会の実施、2. 地区大会、地区協、IM 等への参加

の促進、を計画しています。 

 

 職業奉仕委員会 

委員長  

門前 庄次郎 

 

今年度職業奉仕委

員長をやらせて頂き

ます門前です。一緒に

やって頂きます委員の皆様に助けて頂きながら一年間の責務

を果たしたいと思っておりますので宜しくお願い致します。 

基本方針を、「職業に誇りを持ち、倫理的･道徳的水準を高

め、自己の職業を通じて社会に奉仕する事を再認識する」と

しました。ゲストスピーカーに卓話をして頂いたり職場訪問

をして、職業倫理を高め、自己の職業の社会に対する有用性

を再認識し、クラブ会員が職業に関わる中で、『奉仕の理想』

を活かして行く事が出来るような活動をしたいと思います。 

 

社会奉仕･ヘルス委員会 

 委員長  小林 勝一 

今年度、社会奉仕・ヘ

ルス委員長を仰せつか

りました小林です。この

一年間よろしくお願い

いたします。 

 委員会のメンバーは、副委員長に田近さん、委員に葛谷さ 

ん、村瀬さん、谷井さんの五名で担当させていただきます。 

活動の基本方針として １、ロータリークラブと社会奉仕

活動との関わりについて理解を深め実践する。２、ロータリ

ー会員の健康管理及び増進を図る。 

 活動計画として、高山市ソフトミニバレーボール大会を共

催し、７月２５日開催の第５４回大会と、２３年３月に開催

される第５５回大会には、当西クラブからも２チームの参加

を予定しています。是非応援に行ってください。ゲストスピ

ーチは、１１月・１２月・５月の３回計画しておりますが、

その内の１回は、ヘルス委員会関連の予定です。 

 どうか一年間のご協力のほどよろしくお願い致します。 

 

環境保全委員会 

委員長 洞口 良一 

今年度環境保全委

員長に指名された

洞口でございます。

副委員長に山下さ

ん、委員に鴻野さん、

米澤さん、粟原さん、道脇さん、蜘手さん、この 7名のメン

バーで進めさせていただきます。 

 基本方針は、環境保全に対してロータリアンとして何が出
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●中村 良平さん 来るかを取り組み、地域の模範となるべく意識の高揚と計画

した事業を実行する事によって環境意識を高める、です。 今日はクラブアッセンブリーです。委員長の皆様よろしくお

願いします。25 日の第 54 回高山西ＲＣ杯ソフトミニバレー

大会のための練習に久し振りに参加しました。練習参加者が

少ないので、次回 22 日の練習日には選手の皆様、全員参加で

お願いします。 

 具体的計画として、1. ｢飛騨高山・森のエコハウス｣での担

当例会を 9 月 16 日に、2. 休耕田活用による作物の管理と収

穫を 9月 23 日に予定しています。こちらは前期の委員の方に

5 月末にさつまいもを植えていただいているのを引き継いで

行います。次年度分の植付については次期委員会と相談の上

進めたいと思っています。そして 3.  環境保全に関する事に

ついてのゲストスピーチを 3 月に計画しています。これら 3

つの行事について、予算の範囲で行ってまいりたいと思いま

す。 

●田近 毅さん、小林 勝一さん 

8 月 1 日(日)巨人軍ＯＢの川口投手、広沢野手、原捕手を迎 

えて｢読売さわやか野球教室｣が行われます。西ロータリーも 

社会奉仕事業として協力しますので、巨人ファンの方はお手 

伝い下さい。 

●鍋島 勝雄さん､中村 良平さん､折茂 謙一さん､平 義孝さ

ん、新田 敬義さん、遠藤 隆浩さん、粟原 藤義さん、鴻野 幸

泰さん、堀川 和士さん、門前 庄次郎さん、中央ＲＣ 三枝 祥

一さん 

 

青少年育成委員会 

 委員長  堺 和信 

 2002 年の全国ガバ

ナー会にて青少年の

「キャリア教育」の必

要性を打ち出し、各ク

ラブに青少年育成委員会の設置を提唱され、新世代委員会か

ら改名をしております。当クラブにおいても遅まきながら、

本年度より改名をすることとなりました。 

第 1回クラブ奉仕委員会が、昨晩折茂クラブ奉仕委員長のも

と開催されました。活発な意見交換後、大いに飲み、たらふ

く食べ大盛り上がりの内に終了。解散前、うるさかった隣の

某団体部屋から門前さん、中央ＲＣの三枝祥一さんが共に覗

かれ、三枝さんから 50 ペソ頂きました。50 フィリピンペソ

本日のレートで 94 円、ニコニコ委員会にて 100 円に交換しニ

コニコへ。  基本方針は、青少年と社会奉仕（社会の再生）の観点で、

教育委員会との意見交換や情報交換の場を設定し綿密な連携

をとり、各企業において「体験学習」を受け入れていただく

ことと、企業から学校へ「講師派遣」を実現することです。 

●洞口 良一さん 

会長幹事ご苦労さまコンペでは思いもかけないベスグロを頂

き、また当たり馬券も頂きありがとうございました。特にシ

ングルの中村幹事よりスコアーが上回ったことは初めてでび

っくりしています。馬券の上がり、ほんの一部をニコニコへ。 

そして企業には、本物に触れさせる体験を通じて子どもた

ちの知的好奇心を引き出し学習意欲を高め、将来就きたい仕

事への憧れをもたせることが求められています。 ●門前 庄次郎さん 

6 月 27 日飛騨地区バトミントン大会があり、トシヨリの部で

優勝しました。パートナーに恵まれての事で黙っていようと

思ったのですが、米澤さんに見つかりましてニコニコに出さ

せて頂きます。 

その他に、恒例の事業である「高山あすなろ会・小中学校

木工コンクール」「高山市スポーツ少年団」への協賛と、「義

務教育課 9カ年会出席表彰」を実施します。 

また、9月には講師は未定ですが担当例会がございます。 

●道脇 清春さん 1 年間よろしくお願いいたします。 

今日は朝メシの時に入れ歯が抜けて、例会場へ来るときに車  

 ＜ニコニコボックス＞ のバッテリーが上がっていて、慌てて道を走っていたらシー 

●鍋島 勝雄さん トベルトでパクられて…いい事ナシです。むかついたのでニ 

クラブ奉仕委員会の会合、委員長折茂さんありがとうござい

ました。また、出席の各委員長さんの発表、実りある会議で

した。 

コニコへ。 

●谷井 伸之さん 

ニコニコ委員なので…。 

地域を育み大陸をつなぐ 
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