
No.2356 例会 平成 26 年 7 月 4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 田中    武 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 門前 庄次郎 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  田中    正躬  

                               

 

   ロータリーに輝きを 

建仁寺の双龍図  蜘手 康介 

＜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ドル 102円（現行どおり） 
◎ガバナーより 
・国際青少年交換2015-2016夏期派遣学生募集案内 

  派 遣 先  アメリカ、フランス、スウェーデン、オーストラ 

リア、ノルウェー、韓国等 

資  格  ロータリークラブの推薦する男女高校生(願書提 

出時在学中で中学3年生、高校1年生･2年生の 

者)で、学業成績は平均以上、なるべくクラスの 

上位3分の1以内の者、日本国籍を有する者 

  期  間  ２０１５年８月より1年間 

費  用  往復航空運賃一切 … 本人(父兄)負担、疾病傷害 

保険料 … 本人(父兄)負担(地区にて決めた 低保 

険額に加入して頂きます)、ユニフォーム … 本人 

(父兄)負担(地区指定ブレザー)、出国･入国に関わ 

る諸費用 … 本人(父兄)負担(15万円)、受入地に 

おける費用 … 学費(教科書･授業料等学校に要 

する費用)及び若干のお小遣いは、受入ロータリ 

ークラブより支給されます。食事及び宿泊は、引 

受家庭において家族の一員として待遇されます。 

  選 考 日    ９月１５日(月・祝) ホテルグランヴェール岐山 

  選考内容  小論文、英語筆記試験、一般常識試験、面接、その他 

＊学校長推薦書、学業成績証明書、作文、筆記試 

験(英語及び一般常識) 、面接(簡単な英会話を含 

む)その他を総合的に判断し、選考する。 

内定通知  ９月下旬。推薦クラブ会長宛に通知する 

回答期限  ９月３(水)必着 

◎第2630地区ガバナーより 

・2014-2015ガバナー事務所、地区大会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202、203号 
TEL    0572－21－2630      FAX  0572－21－2631 

  E-Mail  1415@rid2630.org     執務時間  9:30～17:00 
◎第2630地区ガバナーエレクト事務所より 

・2013-2014ガバナーエレクト事務所開設のご案内 
 〒513-0809  鈴鹿市西条4－20 ギャラリーオカトモ102 
  TEL    059－381－2630    FAX  059－381－2631 
   E-Mail  1516@rid2630.org     執務時間  9:30～16:00 

◎前ガバナーより 

・2013～2014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 

＜受贈誌＞ 
(財)比国育英会バギオ基金（バギオだよりVol.43）、ＲＩ日本 
事務局（財団室NEWS） 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 35名 16名 51名 51名 100.00％

本日 40名 － 40名 47名 85.11％ 

 

＜本日のプログラム＞     今月のお祝 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会員誕生日 

 小森 丈一  ７．２０、 岡田 贊三  ７．２５ 

 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 

(当日欠席) 

平  義孝  ７． ２、 田近  毅  ７．２６ 
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◎出席表彰 

   斎藤  章   ２４年  新田 敬義     ２１年 

田近  毅   ２８年(当日欠席) 

 

◎在籍周年記念表彰 

  脇本 敏雄 

    ３０年 

      

◎夫人誕生日     

脇本 敏雄   光子さん 

          ７．２１ 

 

◎結婚記念日    なし 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋 ・小田 博司   ・垣内 秀文 ・鴻野 幸泰 

 ・斎藤  章  ・阪下 六代  ・下屋勝比古 ・田近  毅 

 ・垂井 政機 ・中島 弘人  ・長瀬 達三 ・鍋島 勝雄 

  ・新田 敬義  ・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、投函金額上位３名の会員を表彰させて

頂きます。 尚、実際の上位となる前年度の山下会長、寺田幹

事、およびニコニコ委員は賞の対象外とさせていただきました

のでご承知置き下さい。 

 １位  山本善一郎さん(当日欠席) 

２位 折茂 謙一さん    ３位 塚本 直人さん 

 ニコニコへのご協力ありがとうございました。 

 

 

役員あいさつ 
 

副会長  米澤 久二 
副会長を仰せつかりま

した米澤です。 

一年間、田中会長、門前幹

事のお手伝いをしっかり

務めたいと思います。よろしくお願いします。 

副幹事    遠藤 隆浩 

 西クラブが創立５０周年を

迎えますが、自分も今年５０歳

になりました。そういった時に、

副幹事に指名され気が引き締ま

る思いです。 
今年度は田中会長、門前幹事

のもと仕事をおぼえていき、ま

た会運営のお役にたっていければいいかと思います。一年間、

よろしくお願いします。 

 

 

会長エレクト   古橋 直彦      

いよいよ田中年度が始まり

まして私 古橋は会長エレク

トという大役を受けさせて頂

きました。会長エレクトとは、

「まだ就任していないが総会

で会長に選任された」と言う

解釈で宜しいのでしょうか？ 

ロータリーは在籍年数の割に知らないことも多く、来年の事

となりますが会長研修会で色々と学んでいきたいと思います。

一年間、田中会長・門前幹事さんの見習いとして勉強させて頂

く所存で御座います。 

また、次年度高山西ロータリーは創立５０周年という節目の

年を迎えます。田中年度つまり今年度から準備を進めないと間

に合わない事案もありますので田中会長と綿密に連携をとって

進めてゆきたいと思いますし会員の皆様にもご協力頂くことも

多々あると思います。何卒宜しくお願い致します。 

 

 

幹事    門前 庄次郎 

こんにちは。今年度幹

事をやらせて頂きます

門前です。宜しくお願い

します。 
昨年度副幹事と言う

事で前に座らせて頂い

ておりましたが、前半部

分はあまりすることも無く、会長・幹事さんは大変だなと少し

他人事でしたが、年度が差し迫って来るに従い、次年度に向け

た準備で大変になり、改めて幹事の役割も大変だなと感じつつ、

いよいよ新年度を迎えてしまいました。 
 幹事をやるにあたりまして、クラブ幹事要覧を頂きましたが、

「クラブ幹事の役割と責務」と言う事で、例えば当クラブの定

款や細則はもちろんの事、国際ロータリーの定款や細則にも通

じておく必要があります。などと書いてあり、ナカナカ難しい

内容で有りました。           
私なりに解釈しますと会長を補佐し、各委員会事業を補佐し、

例会も含めクラブ運営をスムーズに行うために、一生懸命働き

なさい。と言いう事だと思っています。 
 そういう意味では、今年度も会長は大変懐も深く、優しい方

なので、安心してついて行けますし、各委員会の委員長さんも

積極的に取り組んで頂けそうで、有難く思っています。 
  沢山の不安は有りますが、私の大きなモットーとして、「ど

うせやるなら楽しく」そんな思いで、今までもいろんなことを
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やってきました。ロータリーの役割や責務。そういった事もし

っかり勉強し、理解しながらも、楽しみながらやって行きたい

と思っています。 
 そして会員の皆様にも、特に若い人たちが楽しく参加できる

ようなロータリーになる様に、少しでも頑張りたいと思います。 
また、田中会長がいつも言われます。「出席義務と言う事を大

切にしなければいけない。」そう言う会長の思いを大切に、大変

力足らずの処ではありますが、頑張りたいと思います。今年度

一年間宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会長              田中 武 

この度、伝統ある高山西ロータリークラブ第５０代（2014―

2015）会長に就任させていただくことになりました。又来期は

５０周年を迎えます。私にとってもロータリーにとっても大き

な節目を迎え緊張しております。感謝と責任の重大さ感じてい

ます。 

本年度のＲＩ会長のゲイリーＣ．Ｋホァン氏は『ロータリー

に輝きを』を年間テーマとし「会員数１３０万人という目標を

達成することによってロータリーを輝かせてください、そして

地元で『ロータリデー』を開催しロータリーを知ってもらいま

しょう。」と呼びかけられ、例として・ 屋外でのピクニックや

バーベキュー大会 ・ スポーツ行事やコンサート ・ 家族向

けのマラソン大会 ・ 地元のお祭りやイベントに併せた催

し ・ 美術館やカルチャーセンターでのイベント・ チケット

制のレセプションや夕食会 等を挙げられました。 

又、石垣智康ガバナーは『耳を傾け、ロータリーに活力を』

を地区活動方針テーマとし、ゲイリーＲＩ会長の述べられた｢会

員増強｣を始めとする強調事項から、具体的な活動方針を示し行

動すること、と話されました。 

私の会長としての目標をあげさせて頂きます。 

１．会員基盤の維持、拡大及び｢奉仕の理想｣という一つの理念 

の再確認 

２．会員増強（7/1～3/1）純増ポイント制、及び退会防止の見 

直しをする（クラブ細則の改正） 

３．入会（新入会員）を対象としたロータリーの基本理念等の 

勉強会等  

４． ロータリーデーの開催（クラブ表彰） 

５．各委員長の責務（責任範囲の明確化） 

６．何事も全会員で（奉仕活動も親睦行事も意思の統一を図り、 

会員全員参加一致協力して行う） 

又、今年度は昨年からの継続事業で、『夢計画』『出前講座』

等色々有ります。ゲイリーＲＩ会長は、ロータリーの奉仕は、

孔子の教え、孔子は私にとって『元祖ロータリーアン』だとも

言っています。我が西ロータリークラブも、ロータリーの基本

をしっかり学び全会員一丸となって皆で話し合い、楽しいクラ

ブとして頑張って行きましょう。 

まだまだ色々な行事が有りますが、上記に述べさせて頂きま

したように、ロータリーの基本に如何に忠実に行動が出来るか、

又会員とのコミニュケーションがどこまで出来るのか、会員が

心から喜んで参加が出来るのか、ロータリーの四つのテストを

基本に照らして交流を深め会の発展に頑張りたいと思います。

それには会員の皆様のご支援、ご指導、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●田中 武さん、門前 庄次郎さん 
いよいよ2014-2015年度がスタートしました。緊張の瞬間でご 

ざいます。皆様の協力を頂きながら、クラブ運営を精一杯務め 

させていただきたいと思っております。一年間宜しくお願いし 

ます。 

●山下 明さん 

田中会長、門前幹事、本日いよいよスタートです。一年間頑張 

って下さい。 

●古橋 直彦さん 

・山下前会長、一年間お疲れ様でした。 

・田中会長、門前幹事、一年間頑張って下さい。見習いとして 

勉強させて頂きます。会員の皆様よろしくお願いいたします。 

●遠藤 隆浩さん 

今年一年、副幹事として仕事を覚えつつ、会に貢献していきた 

いと思います。田中会長門前幹事、それとクラブの皆様よろし 

くお願いいたします。 

●米澤 久二さん 

田中会長、門前幹事、一年間頑張って下さい。私も指定席で頑 

張ります。 

●小森 丈一さん､伊藤 松寿さん､脇本 敏雄さん､内田 幸洋さん､ 

斎藤 章さん 

田中・門前丸の船出をお祝いします。穏やかな海ばかりでなく、 

荒波の日、ひょっとして津波が来るかもしれませんが、二人で 

力を合わせ乗り切って下さい。 

●井辺 一章さん､堀川 和士さん､小田 博司さん､新田 敬義さん､ 

岡田 贊三さん 

田中・門前丸の船出に期待申し上げます。良い一年間をお願い 

いたします。 

●挟土 貞吉さん 

今日は待ちに待った田中会長、門前幹事丸のいよいよの出航で 

す。おめでとうございます。終わってみればあっという間の一 

年です。皆さんが協力し明るく楽しい輝きのある西クラブにし 

ようではありませんか。そして次年度２７年度の50周年盛大に 

祝いましょう。頑張って下さい。 

●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

田中会長、門前幹事、一年間宜しくお願いします。親睦委員一 

同、微力ではあります一所懸命努めていきます。基本方針に掲 

げたよう、楽しく皆様に参加いただける行事を企画して、当ク 

ラブの運営の活力となるよう頑張ります。皆様お知恵と力をお 

貸し下さい。 

●鴻野 幸泰さん 

田中会長、門前幹事の出港おめでとうございます。本年度社会

奉仕委員会の担当です。よろしくお願いします。  

●田中 正躬さん 

いよいよ田中門前丸の船出ですね、精一杯の協力を惜しみませ 

ん。よろしくお願いします。 

●鍋島 勝雄さん  

国際奉仕委員会最後の仕事、ホームステイの皆様方には遅くな 

りましたが盛大に行いました事ありがとうございました。また 

田中・門前丸の出港、一年間ご苦労様です。期待しています。 
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●脇本 敏雄さん 

昨年度末には大切な仲間でありました４名が残念ながら退会 

をしてしまいました。くしくも寺田、小林、洞口の３名は私が 

推薦者でした。私のフォロー不足もあったのかと申し訳なく思

っています。お詫びの気持ちを少々ニコニコへ。 

●下屋 勝比古さん 

7月2日のヘルニアの手術は驚異の回復力でしなくても良くな 

りました。自分できっちりリハビリ頑張ります。ご心配ご迷惑 

おかけしました。 

●阪下 六代さん､向井 公規さん 

私たちが正副委員長として今年度のニコニコボックスの運営 

を担当させて頂きます。皆様の絶大なるご協力ご支援の程をお 

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会長幹事 

および旧会長への 

花束贈呈 

副会長 米澤さんによる乾杯  

今年のコンペ優勝者 蜘手さん 

7月6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。 

脇本さんによる「めでた」
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