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例会

平成 24 年 7 月 6 日

お祝い・役員挨拶
高山西ロータリークラブ

例会報告
第２６３０地区
●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

創立１９６６年１月１５日

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ

●会 長 折茂 謙一
●幹 事 米澤 久二
●会報委員長 脇本 敏雄

＜バッヂの交換＞

「田舎侍と犬の小さな攻防」 蜘手 康介

◎高山・デンバー友好協会事務局より
・第 13 次ﾃﾞﾝﾊﾞｰ高校生訪問に伴う交流ﾊﾟｰﾃｨｰの開催について
日時

７月２６日(木)

会場

信田

会費

4,000 円

１８：００～

＊ﾉﾝｱﾙｺｰﾙでのﾊﾟｰﾃｨｰとなります

◎飛騨高山エコチェーンネットワークより
・
『第 2 回清流の国ぎふづくり 県民大会 in 飛騨高山』のご案内
日 時

７月１５日(日) １０：００～１６：００
飛騨世界生活文化センターにて

＜受贈誌＞
Rotary International(ロータリーリーダー７月号)、
社団法人高山市文化協会(広報高山の文化)

＜会長の時間＞
本日の会長の時間は、後ほどの挨拶に代えさせていただきます。

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

＜幹事報告＞

前々回

45 名

3名

48 名

51 名

94.12％

◎前ガバナーより

本日

42 名

－

42 名

50 名

84.00％

・２０１１～２０１２年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
８月２０日まで直前ガバナー事務所として稼働
◎ガバナーエレクト事務所より
・第 2630 地区 2012-2013 ガバナーエレクト事務所開設ご案内
〒511-0061 桑名市寿町３－２７ 佐藤病院分室
TEL

0594－25－2630 FAX 0594－25－2631

E-Mail 1314@rid2630.org

執務時間 9:30～17:00

◎ガバナーより

＜お祝い＞
この度ご結婚
された遠藤さん
にクラブよりお
祝いをお渡しま

・第１１回日韓親善会議参加の二次募集のお知らせ(お願い)

した。

日時：8 月 31(金) ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ 14：30～、9 月 1 日(土) ～15：05
場所：グランドプリンス新高輪
申 込：７月１７日(火) までにガバナー事務所へ
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＜本日のプログラム＞

◎会員誕生日
小森 丈一
岡田 贊三
田近
毅
阪下 六代
向川原毅彦

７．２０
７．２５
７．２６
７．１１
７．１０

◎昨年度ニコニコボックス年間表彰

今月のお祝

平
義孝
小林 勝一
田中 正躬
門前庄次郎
大村 貴之

７． ２
７．２５
７．２８
７．２２
７．２６

◎夫人誕生日 (当日、ご自宅に花束をお届け)
脇本 敏雄 光子さん ７．２１
向川原毅彦 奈美さん
７． ５

役員あいさつ

◎結婚記念日 (当日、ご自宅にお菓子をお届け)
向川原毅彦
Ｈ１８．７．１

会長エレクトあいさつ
山下 明
折茂・米澤丸の運航の状況
を、会長エレクトとして１年
間学んでゆきたいと思います。
よろしくお願いします。

◎出席表彰

斎藤

章

２２年

鍋島 勝雄

堺

◎在籍周年記念表彰

新田 敬義

前年度ニコニコ委員長
田中 正躬
前年度ニコニコ大賞は投函金額の順で２名、金額にかかわらず内
容から２名、計４名の会員に表彰させて頂きます。
尚、前年度の斎藤会長、井辺幹事は賞の対象から辞退されており
ますのでご承知置き下さい。
投函金額 第１位
伊藤 松寿さん
第２位
菱川 正臣さん(当日欠席)
おめでたいで賞
遠藤 隆浩さん
ありがとう賞
田近 毅さん

和信

副幹事あいさつ
寺田 昌平
本日の例会より高い指定席とな
り座り心地が悪く大変緊張して
います。隣の会長エレクト山下
さんは、メモをとられていまし
た。私も備忘録を作らねばと思
っています。皆様の期待に応え
られるか心配していますが、宜
しくお願い申し上げます。

２２年

２年

３０年(当日欠席)

◎３ヶ月表彰
・内田 幸洋 ・河尻 浩次 ・河渡 正暁 ・斎藤 章 ・堺 和信
・阪下 六代 ・田中 正躬 ・垂井 政機 ・寺田 昌平 ・野戸 守
・鍋島 勝雄 ・挟土 貞吉 ・菱川 正臣 ・門前庄次郎 ・山下 明

副会長あいさつ
田中 武
折茂会長の補佐役として、また
クラブ奉仕委員長として頑張りた
いと思います。特にクラブ奉仕委
員会の皆様、ご協力お願いたしま
す。
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＜ニコニコボックス＞
幹事あいさつ
米澤 久二
一生懸命クラブのため、折
茂会長のため、幹事の勤めを
果たしたいと思います。皆様
のご指導ご支援賜りますよう、
よろしくお願いします。

会長あいさつ
折茂 謙一
このたび伝統ある高山
西ロータリーの会長に就
任させていただくことに
なり、心から感謝いたして
います。会長の責務はこれ
まで私の人生の中で経験
したことのないことであ
ります。力を尽くして努力
するつもりでいます。
今年度の目標は、ロータ
リーの原点である奉仕と
友愛を基本にして、
魅力あるロータリーづくりです。
そのためには、
ロータリアン一人一人一がロータリーの事業内容を十分に理解す
ることが大切ではないかと考えます。会長の時間をなるべくそのこ
とに使いたいと思っています。
次に今年度の高山西ロータリーの事業としては、これまでの歴代
会長が積み重ねてこられてきたことをそのまま継続する予定であ
ります。
私の会長としての目標は次の二つです。
１ 全会員が例会で数分間の会員スピーチをする。
２ 交換学生の復活を実現する，
2011～2012 年度高山西ロータリークラブにおいては、会員増強
委員会の強力な熱意により多数の新人会員の増強がありました。急
速な会員増強のため、新旧会員の間に十分な相互理解ができていな
いと思います。親睦をはかるために、例会において新旧両会員に自
己紹介を兼ねて、ロークリーヘの想いや希望を述べていただく時間
を作りたいと考えています。
交換学生に関しては以前実行していたことであります。次年度に
再開する予定です。高山市には世界各国から多数の観先客が訪れて
います。観光は高山市にとって重要な産業のーつであります。将来
的に交換学生が地域産業の発展と世界への橋渡しの一助にもなれ
ることを期待しています。
個人的にはこの一年間の会長の時間に少しでもクラブメンバー
の皆様の自己啓発に資することがきできるスピーチをしたいと思
っています。
グローバルな計画を立案することができませんでしたがなにと
ぞこの一年皆様のご協力をお願いいたします。

●折茂 謙一さん
①７月 1 会長幹事慰労激励会有難うございました。
②本年１年よろしくお願い致します。
●米澤 久二さん
本年 1 年間いろいろお世話になります。一生懸命クラブのため、折
茂会長のため頑張りますので、ご指導よろしくお願いします。
●斎藤 章さん
１日の会長幹事慰労激励懇親会には多くの会委員に出席していた
だき、企画も素晴らしく楽しい会となりました。新旧親睦委員長、
親睦委員会の皆様の皆様ありがとうございました。折茂・米澤丸の
一年間の航海の無事を祈っております。一年間本当にありがとうご
ざいました。今
●井辺 一章さん
一年間皆様のご堂のお陰で何とか幹事を務めることが出来ました。
有難うございます。折茂・米澤丸の高い高いマストに帆を大きく広
げ走って下さい。
●山下 明さん
①折茂・米澤丸の船出を祝して
②会長エレクトとして 1 年間頑張ります。よろしくお願いします
③先日の飛騨高山美術館での親睦会、とても楽しませていただきま
した。花火の演出も素晴らしく、企画した堀川さんご苦労さまで
した。
●寺田 昌平さん､
前年度斎藤会長・幹事ありがとうございました。今年度折茂会長・
米澤幹事、ご苦労かけますが宜しくお願いします。本日より指定席
です。役立たずで緊張しています
●田中 武さん
折茂会長・米澤幹事の船出をお祝いいたします。また、前年度斎藤
会長・井辺幹事ありがとうございました。
●鍋島 勝雄さん
いよいよ折茂・米澤丸の出航の日が来ました。肩の力を抜いて頑
張って下さい。また、新旧ご苦労さま会、楽しい一日でした。わ
が社の社員と向井さんで仕組んだ花火に聞かされていなかったの
でビックリ。皆様からお誉め頂き感謝しております。
●内田 幸洋さん､伊藤 松寿さん､野戸 守さん､小田 博司さん
2012-2013 年度｢折茂会長・米澤幹事｣の新たなスタートです。今年
一年間の例会運営を楽しみに、また、期待しています。ガンバッテ
下さい。
●門前 庄次郎さん
折茂会長、米澤幹事一年間お世話になりますがよろしくお願いし
す。今年度親睦院長をやらせていただきます。会員皆様のご協力宜
しくお願いします。
●遠藤 隆浩さん
折茂・米澤丸、一年間よろしくお願いします。頑張って下さい。
●田近 毅さん､古橋 直彦さん、道脇 清春さん、垣内 秀文さん、
蜘手 康介さん､田中 正躬さん､塚本 直人さん、小瀨 真之介さん
新しい船出を祝して、ニコニコと素晴らしい一年になります様に
●小森 丈一さん
折茂会長、米澤幹事、活き活き闊達な一年であります様に期待して
います。誕生祝いをいただきありがとうございます
●向川原 毅彦さん
今月は結婚記念日、妻の誕生日、そして私の誕生日があります。お
祝いありがとうございました。新しい体制で楽しくやりましょう。
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●挟土 貞吉さん
①７月は法務省主催によります｢社会を明るくする運動月間｣です。
愛の一声で犯罪を犯した人の立ち直り、更生をはかりましょう。
彼らは職場復帰を求めていますので使ってやって下さい。皆さ
ん宜しくお願い致します。
②西ロータリークラブ、折茂・米澤丸の船出を心より歓迎いたしま
す。頑張って下さい。
③(株) 挾土組もこの 7 月より社長交代をしました。挾土雅浩を社
長とし私は会長になり船出しました。厳しい業界にあって前途多
難ですが今後とも皆様のご指導、ご鞭撻宜しくお願い申し上げま
す。
●小林 勝一さん､垂井 政機さん､小森 丈一さん､平 義孝さん、
向川原 毅彦さん
今年度のニコニコの担当をいたします。一年間ご協力の程よろしく
お願いします。

7 月 1 日(日)、毎年恒例となった旧会長幹事慰労・新会長幹事
激励会について、今年は趣向を変えて、飛騨高山美術館で行われ
ました。

サプライズで花火をあげて
いただきました。向井さん
ありがとうございました

一 期 一 会
会報委員会
脇本敏雄
昨年度会員増強委員会の努力によって 12 名の会員増強が為
され高山西ＲＣの会員数が 50 名となりましたが、混迷する経
済状況下でのこの数字は驚異的なもと言えると思います。これ
も我がクラブの勢いの一面を表しているものと言えると受け止
めていますが、反面会員相互のコミニュケーションが不足して
いることも否めないものと感じています。会員間の年定差も 54
才・在籍年数も 45 年開の開きが生じてきています。時代が移
りゆく中で、ＲＣに対する価値観に変化が生じることは止むを
得ないとしても、ジェネレーションギャップを生じさせない事
も大切と考え、今年度会員相互理解を深めるための一助となる
よう会員の投稿欄「一期一会」を設けました。折茂会長も同じ
観点から、本年度毎例会に会員スピーチを提言してみえますが、
皆様も主旨をご理解の上ご協力を宜しくお願いいたします。
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