
No.2309 例会 平成 25 年 7 月 5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 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 山下   明 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

会長   山下 明 

＜バッヂの交換＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会長の時間＞ 

本日の会長の時間は後ほどの挨拶に替えさせていただきます。 

 

＜幹事報告＞ 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・７月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて  １＄ ９９円（現行１００円） 

◎ガバナーエレクト事務所より 

・第2630地区2013-2014ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

  〒507-0037  多治見市音羽町2-33 マーブル音羽館203号 

   TEL     0572－21－2630  FAX   0572－21－2631 

      E-Mail  1415@rid2630.org   執務時間  9:30～17:00 

◎前ガバナーより 

・２０１２～２０１３年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

   ８月末日まで直前ガバナー事務所として稼働 

◎ガバナーより 

・規程審議会の決定報告について 

＜例会変更＞ 

高山中央………7月15日(月) は、法定休日(海の日) のため、 

休会 

7月29日(月)は｢春慶塗マイ箸作り｣例会のため 

           27日（土）12：00～ 高山工業高校に変更 

＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化) 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 53名 5名 50名 53名 94.34％ 

本日 50名 － 43名 50名 86.00％ 

 

＜本日のプログラム＞     今月のお祝 

◎会員誕生日 

 小森 丈一   ７．２０     平  義孝   ７． ２ 

 岡田 贊三   ７．２５     小林 勝一   ７．２５ 

 田近  毅   ７．２６     田中 正躬   ７．２８ 

阪下 六代   ７．１１     門前庄次郎   ７．２２ 

 大村  貴之     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 

◎結婚記念日 (当日、ご自宅にお菓子をお届け) 

     なし 

◎出席表彰 

 田近  毅   ２７年     斎藤  章    ２３年 
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◎在籍周年記念表彰 

   

      

 

 

 

 

門前庄次郎   １０年 

 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋  ・河尻 浩次  ・斎藤  章 ・阪下 六代 

 ・下屋勝比古 ・田中 正躬 ・鍋島 勝雄  ・挟土 貞吉 

  ・門前庄次郎 ・山下  明 

 

◎昨年度ニコニコボックス年間表彰 

 前年度ニコニコ賞は、投函数上位10名の会員を表彰させて頂

きます。 尚、前年度の折茂会長、米澤幹事、およびニコニコ

委員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。 

 左よりアイウエオ順にて 

内田 幸洋さん､遠藤 隆浩さん､大村 貴之さん､小田 博司さん､ 

河尻 浩次さん､阪下 六代さん､田近   毅さん､新田 敬義さん､ 

野戸   守さん､挟土 貞吉さん 

 ニコニコへのご協力ありがとうございました。 

 

新入会員あいさつ 

 

西村 直樹さん 

(有)京や  代表取締役 

 

 

交換学生 

あいさつ 

エリザベス・ 

クレア・コックス 

みなさん、こ

んにちは。もう

すぐわたしは６

か月間日本にす

んでいます。先

週の土曜日からおりしげ先生といっしょにすんでいます。みな

さん、先のおこずかい本当にありがとうございます。 

先週の火曜日わたしは２年生といっしょにおきなわに行きま

した。その日はわたしたちはひめゆりに行きました。あそこは

本当にかなしかった。その次の日わたしたちは四人のグループ

に分かれました。わたしのグループはおきなわワールドとアメ

リカンビレッジに行きました。おきなわワールドでわたしたち

はガラスを作りました。それはおもしかった。アメリカンビレ

ッジでわたしたちはゲームセンターに行きました。そして昼ご

はんはブルーシールのアイスクリーム食べました。木曜日はわ

たしはマリーンスポーツやりました。シュノーケルとバナナボ

ートやりました。それはとても楽しかった。そのあとはちゅら

うみ水ぞくかんに行きました。あそこはすばらしかった。そし

て金曜日は高山に帰りました。 

 

役員あいさつ 
 

●会長エレクトあいさつ             

田中 武 

いよいよ新年度を迎えま

した。私、田中 武は、会

長エレクトという大役を

受けさせて頂きました、門

前福幹事さんと一年間一生懸命、会長、幹事見習いとして勉強

させて頂く所存で御座います、何分にも分からないことばかり

で会員さんに迷惑をかけると思いますが何卒宜しくお願い致し

ます。 

 

●副幹事あいさつ 

     門前 庄次郎 

今年度 副幹事をやら

せて頂きます門前です。初

めて前の方に座らせて頂

いて、今までと景色が違い緊張しております。 

私も西クラブに入らせて頂いて１０年になりますが、ロータ

リーについて深く考えることもなく、過ごして来た様に思いま

す。今年度一年間、会長・幹事のもとでしっかり勉強させて頂

きたいと思っています。 よろしくお願いします。 

 

斎藤  章   ２５年       井辺 一章   １５年
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●副会長あいさつ  

井辺 一章      

 今年度は副会長として、また

クラブ奉仕委員長として、会務

担当の委員長の皆様方と協力し

クラブ運営を支えてまいりたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●幹事あいさつ 

  寺田 昌平 

今年度幹事とい

う大役を務めなけ

ればならないと覚

悟を決め１年間見

習いとして副幹事

をしましたが、今日という日を迎え高山西ＲＣの運営等につい

て女房役を果たせるか心配し、緊張しています。幹事として１

年間その責務を全うしたいと心新たにしています。どうか会員

皆様の温かいご指導ご鞭撻を賜りたいことをお願い申し上げ、

私のご挨拶とさせていただきます。 

 

●会長あいさつ              山下 明 

一言ご挨拶をさせて頂きます。 

伝統ある高山西 RC 第 49 代会長に就任させて頂くことになり

ました。9年前、第40代新田会長の時に幹事を仰せ付かったの

ですが、何とか対応はそれなりに出来ましたが、会長は大変だ

なあというのが実感でありできれば避けて通りたいなあなどと

思ってもいました。その後医師会の仕事も多忙になり、しばら

く休会していましたが医師会の大役も終ったことだから、そろ

そろ受けても良いのでないかと言われ、これも何かの縁という

か使命と思ってお受けすることにしました。 

 私の座右の銘ではありませんが好きな言葉として人生には 3

つの命があると、1つは生命という命を授かるというか与えられ

た命,2つは寿命という命,十分に命を生きる、ほとんどの人は寿

命を全うしたいと願っています。しかし、これだけでは人生を

生きたことにはならなくて、3 つ目の使命という命,どれだけ人

のために与えられた命を生きられるか。この 3 つを全うして初

めて人生を生きたことになる、というのです。私は更にもう 1

つの命があるのではないか。それは運命という4つ目の命です。

私は出会いと解釈しています。人生のなかで 1 人でも 2 人でも

良き人との出会いがあるかないかが人生を深いものになり、そ

して何とかずっと 4 つの命を生き続けてゆければ良いなあと思

っています。 

 私にとってロータリー活動は十全ではありませんでしたが、

さまざまな職種の方々と関われいろんな考え方、生き方が学べ

たことは無形の財産になっています。 

 この 1 年間は与えられた役割を、何とか楽しく有意義に全う

したいと思っています。 

 さて、これから 1 年間の抱負といいますか目標について話し

をさせて頂きます。 

 本年度の RI 会長のロン・D・バートン氏は「ロータリーを実

践し、みんなに豊かな人生を」とのテーマを掲げられ、本気で

ロータリーに取り組むことで、自分自身が一番豊かになるはず

でありやる気パワーを起こしましょうとのメッセージを出され

ました。それを受けて2630地区の加賀修ガバナーは「ロータリ

ーの原点を見つめよう、例会がロータリーの原点であり、有意

義で楽しい例会をつくろう」と呼び掛けられ「脚下照顧」と四

字熟語として表現されました。 

 私は、RI会長、ガバナーの呼び掛けに対して、「楽しい例会」

づくり、「意義ある奉仕」活動を中心課題として取り組みたいと

考えています。 

 ①楽しい有意義な例会づくりとして 

 ・例会での卓話を各委員会だけに任せないで会長、幹事の方

からさまざまな業種のトップの方に依頼をし、1年間多様な

お話しを聞く場を作ること。 

 ・例会場を歓談しあえる雰囲気づくりとして飛騨産業の岡田

贊三さんから応接セットの家具を寄付して頂きました。か

なり良い雰囲気ができたのではないかと感謝しています。

また会場をほぼ無料で提供して頂いています大垣共立銀行

の河尻浩次支店長さんには、家具を入れての設営にご理解

を頂き、大変恐縮しております。是非、会員の皆様には大

垣共立銀行をより一層ご愛顧して頂きたいとお願い致しま

す。 

 ・サロン風ということでネスレのコーヒーを用意しましたが

予算の関係上、少額頂くことにしました。初の試みであり

ます。試行錯誤しますが、どうかご協力お願いします。 

 ②意義ある奉仕活動として 

 ・地域社会への奉仕活動としての「よって館」事業 

計画の具体化に向けて現在高山市社会福祉協議会の方々と共

同で取り組んでおります。 

 ・ロータリー財団の地区補助金を利用しての事業ですので複

雑な申請手続きをしなければならなく、大変ではありますが

何とかプランニングして提出したいと考えています。 

 このような目標も、会員の皆様の力を借りなければできま 

せん。会員の皆様に“気”を入れて頂くことで面白い会の運 

営ができるものだと思っています。よろしくお願い致します。 
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＜ニコニコボックス＞ 

●山下 明さん 

・１年間よろしくお願いします。この１年間は与えられた役 

割を何とか楽しく有意義に全うしたいと思います。 

・家具を寄付していただきました岡田贊三さん、ありがとう 

ございます。 

・また家具を入れての設営にご理解を頂いた大垣共立銀行の 

河尻浩次さん、大変恐縮しています。 

・本日入会の西村直樹さん、よろしくお願いします。 

●寺田 昌平さん 

本日幹事初仕事です。１年間責務を全うしたいと思います。会

員皆様にご迷惑をおかけするのではと心配しています。どうか

宜しくお願いいたします。 

●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

今日から新年度！折茂会長、米澤幹事さんご苦労様でした。新 

山下会長、寺田幹事さん、この１年色々お世話掛けますがお願

い致します。私 田中会長エレクト、門前副幹事、一年間勉強

させていただきますので宜しくお願い致します。 

●田近 毅さん、米澤 久二さん、遠藤 隆浩さん 

・山下会長、寺田幹事、一年間よろしくお願いします。 

・西村直樹君の入会を歓迎します。よろしく。 

●塚本 直人さん 

・本日よりＲ．Ｃ．新年度がはじまります。山下会長、寺田幹 

 事よろしくお願い致します。 

・同級生の西村直樹さんの入会を歓迎致します。これからみん 

なとクラブを盛り上げて下さい。 

●小瀨 真之介さん 

・ニコニコボックスの係をやらせて頂きます。宜しくお願い致 

 します。 

・西村直樹さんの入会をとても嬉しく思います。 

●小森 丈一さん 

・山下会長、寺田幹事による活き活き闊達な年度であることを 

期待しています。 

・この二カ月は小瀨・小森コンビでニコニコを行って参ります。 

ご協力の程お願い致します。 

・「Ｒの友」の俳壇に久し振りに載りました。 

●ニコニコ委員長 内田 幸洋さん 

ニコニコの本年度の目標は 1,000,000 円に定めました。皆様の

ご協力をよろしくお願いします。 

●菱川 正臣さん 

本年度宜しくお願い致します。 

●鍋島 勝雄さん  

山下寺田丸いよいよ出港。足を引っ張るかもしれませんが1年 

間頑張って下さい。 

●平 義孝さん、斎藤 章さん、蜘手 康介さん 

本日出港の山下・寺田丸の一年間の活躍を祈って 

 

●井辺 一章さん 

折茂・米澤丸の無事着岸、ご苦労様でした。今日から新しく山 

下・寺田丸の出港、ご苦労様です。来年今月今夜の着岸期待し 

ております。 

●挟土 貞吉さん 

①７月は｢社会を明るくする運動強調月間｣です。犯罪や非行の 

防止と、罪を犯した人たちの更生に理解を深め、犯罪の無い 

地域社会を目指す法務省主唱によるこの「愛の一声」運動に

ご協力とご理解を。 

②今日は高山西ロータリークラブ 山下会長、寺田幹事丸のい 

よいよの船出です。我がクラブ５０周年目前です。各委員長 

さん頑張って下さい。益々の充実発展を祈念して。 

●折茂 謙一さん 

①山下会長寺田幹事、この１年ご苦労様です。 

②6月24日からエリザベスが我が家にホームステイしています。 

子供や孫も集まりとても賑やかで楽しいです。 

●阪下 六代さん 

5月11日から交換留学生ベスのホストファミリーをして参りま 

したが、6月29日に無事、次の折茂家に引継ぎをする事が出来 

ました。鴻野前期国際奉仕委員長の絶大なるご支援に対し厚く 

御礼を申し上げます。 

●伊藤 松寿さん 

米山奨学委員会 副委員長の岡田贊三さんには、委員長の私に 

替わって前年度の事業報告をして頂き誠にありがとうございま 

した。心より御礼申し上げます。 

●小田 博司さん､小林 勝一さん､垂井 政機さん､河尻 浩次さん､ 

向井 公規さん､大村 貴之さん 

本年度のＳＡＡを仰せ付かりました。宜しくお願い致します。 

至らぬ所は小さな微笑みと小さな眼差しをもってご指導下さ 

い。本日は名も知れずひっそりと野辺に咲く一輪をご鑑賞下さ 

い。 

● 田中 正躬さん､葛谷 一嘉さん､野戸守さん､山下 直哉さん 

山下丸の船出を祝います。寺田船頭さんよろしくお願いします。 

社会奉仕・ヘルス委員会一同 

●新田 敬義さん､ 

①山下会長・寺田幹事さんの順調なスタートを祝して。 

②出席・プログラム委員会です。1年よろしくお願いします。 

●垣内 秀文さん 

山下会長、寺田幹事、本日はおめでとうございます。初日から 

欠席で誠に申し訳ありません。明日からのイベントの準備のた 

め右往左往しております。これも超零細企業の宿命ですか…。 

しかしながら、今年はそんな自分を打破するようロータリー活 

動と併せ尽力していく所存です。今年一年どうぞよろしくお願 

い致します。 

●鴻野 幸泰さん 

山下会長、寺田幹事、一年間ガンバッテ下さい。新年度から申

し訳ありません。本日早退させていただきます。  
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新会長幹事 

および旧幹事への 

花束贈呈 

会長エレクト 田中さんによる乾杯   

今年のコンペ優勝者 洞口さん 
馬券を当てた田近さんのおかげで

１０年物の紹興酒も頂きました 

7月7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。 

門前前親睦委員長 

大変お疲れ様でした

平さんによる「めでた」 
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