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   ロータリーに輝きを 

建仁寺の双龍図  蜘手 康介 

＜会長の時間＞ 

今後会長の時間では、私の生業であ

る建築の話と、今年度ＲＩ会長のゲイ

リー・ホアン氏がロータリー奉仕の指

進としている孔子の教えについてお

話していきます。 

今では知らない人はいないと思い

ますが、大家族制度の合掌造りで知られる大野郡白川村は、荘川村

と共に庄川峡一帯を俗に“白川郷”といい、寿永二年（1183 年）

に倶利加羅の戦いで木曽義仲の軍に敗れた平維盛ら平家の落ち人

が山を越え、谷を渡って白川郷に落ちのびたのが現住民の祖先と伝

えられています。日本唯一の切り妻合掌造りの集落と民謡『古太神』、

そしてどぶろく祭りは、全国的にもあまりにも有名だが、白川郷と

いえば“やはり合掌造り”が 大の歴史的遺産であります。 

白川郷は飛騨地方でも も雪の多い豪雪地帯で“日本の秘境”と

さえ呼ばれている山峡の村である。積雪の多い自然条件を考えて屋

根を急勾配にした切り妻の合掌造りは、四層、五層の構造で、なか

には高さ十メートルのものもあります。平入りで、平の上のかやぶ

き屋根に千鳥破風（高山が発祥の地）のように明かり窓がつけてあ

ります。この家屋内における家族の起居は一階だけで、二階から上

は全部養蚕舎や家畜の飼料置場に当てられ、そのうえ大家族であっ

たので出来るだけ広い床面積を要しました。白川村の寄棟造りとは

“棟木”の組み方が違います。白川村の合掌造りは、北欧系の木造

住宅とそっくりの構造で、ビルディングのように図体も大きく、建

物から受ける感じむしろすっきりしています。柱の組み方に無駄が

なく、釘やカスガイを一切使わず、クサビの他はわら縄やネソと称

する粘り強い木をひねったもので結んであります。また床もただ板

を張り詰めるのではなく、枡状の簀があり、この簀を透かして階下

を明るくするのと、階下の煙を上に抜く為に工夫を凝らしたもので

す。そのうえ家屋内は漆塗りのように煤煙で煤り固められ、益々強

度を加えるという見事な知恵が生かされています。建築に当たって

は、一階だけは高山方面からやってきたと思われる大工が作り、二

階以上は自分たちで村民の手を借りて建てています。また屋根葺き

は大体一代に一回、五十年毎に行われており、村人が焼畑（なき）

から採ったかやを持ち寄り、冬の水に一ヶ月ほど浸して使用してい

ますが、 近では焼畑が減ってかやが少なくなり、少しずつ古いか

やを差し替えたり片側だけ葺き替えたりする傾向になっています。 

孔子の教えの二つ目は（まなびてときにこれをならう、またよろ

こばしからずや）訳―自分が学んだことを復習して出来なかった事

が出来るようになるのはとてもうれしいことだ。 

 

＜幹事報告＞ 
◎高山市社会福祉協議会より 

・高山市社会福祉協議会評議員 

 委嘱状  田中 武さんへ 

◎高山あすなろ会より  

 ・第39回飛騨児童・生徒木工工作 

  コンクールご後援のお願い 

   日  時   9月 12日(金)～14日(日) 

   会  場     市民文化会館 ３階 講堂 

 ・岐阜県児童・生徒木工工作コンクール開催のお知らせ 

日  時   10月11日(土)～13日(月)    

会  場     飛騨世界生活文化センター 

◎ガバナーより 

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所、地区大会事務所、地区事務所の夏季休暇について 

８月１３日（水）～１５日（金） 

◎ガバナーエレクト事務所より 

・ガバナーエレクト事務所の夏季休暇について 

８月１３日（水）～１５日（金） 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ（会報、活動計画書）、米山記念奨学会(ハイライ

トよねやま１７２) 

 

 

＜出席報告＞ 

 

＜本日のプログラム＞   クラブアッセンブリー

ＳＡＡ 斎藤 章 

委員長：斎藤 章 副委員長：伊藤 松

寿 委員：田中 正射・蜘手 健介・ 
塚本 直人・田中 晶洋 
基本方針：高山西ロータリークラブの

例会をはじめ、運営方針に則り楽しく秩

序正しく監督を務める。   
下半期に１回の例会を担当します。 

活動内容は以下の如くです。 
会員の立場を理解し、思いやり、気配りを行い、品位ある例会運営

に努める。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 40名 4名 44名 47名 93.62％ 

本日 38名 － 38名 47名 80.85％ 
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ロータリーに輝きを 

よって、今年度は携帯に関してのアナウンスは致しません。

例会進行において、秩序ある進行をめざします。（私語、風紀

混乱など）。本年度は、クールビズを１０月まで行います。ゲ

スト・ビジターに対する接遇対応は、担当委員会又は親睦委員

会にお願いし、可能な限り協力します。 

例会当日１０時以降、欠席の連絡があった場合は、無断時欠

席扱いとする。その際、ファイン（１０００円）＋食事代（１

０００円）＝２０００円を厳格に。今年度も６回の１００万＄の

食事があります。従来通りに財団、義援金などに使用します。 

 

 

雑誌・広報委員長  堀川 和士 

委員長：堀川 和士、副委員長： 

垂井 政機、委員： 菱川正臣 

基本方針 

・毎月例会時に「ロータリーの友」 

の記事を紹介し、ロータリアン 

の意識高揚に努める。 

・ロータリークラブの理念、奉仕活動について、地域社会に理 

解と共感を得られるよう広報する。 

今年度の方針 

１． 毎月例会において「ロータリーの友」の記事を紹介する。   

２． クラブ活動を「ロータリーの友」へ投稿する。 

３． 担当例会 ゲストスピーチをお願いする。 

４． 高山市内３ロータリークラブ共同で日刊紙あるいは市内

紙にロータリー活動に関する記事を広報する。 

予算合計 ￥７０，０００ 

新年度の活動 

 7月7日に、新聞社、2社、市民時報へ、地区広報委員の伊藤

松寿さんと役員名簿など持参し、広報新任挨拶に行ってきまし

た。結果、各社に西クラブ役員が掲載されました。また、方針

には明記してございませんが、クラブ活動を新聞各社へ投稿す

るとともに今期一年間、事あるたびに情報を流して参りたいと

思いますので、会員皆様の情報提供をお願い致します。 

 

 

クラブ奉仕委員長    米澤 久二 

クラブ奉仕委員会はご承知のよう

に会務委員会の各委員長によって 

構成されております。 

任務として各会務委員会の活動が

円滑に進むように連携を深めていき

たい思います。具体的には年２回の委

員長会議を中心に活動をしていきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

 

会報委員長    田中 正躬 

会報委員長を仰せつかりました

田中正躬です。副委員長には岡田

賛三さん、委員に井辺一章さんの

３人で取り組みたいと思います。 

従来と同じように会報の写真を

撮りたいと思いますのでよろしく

お願い致します。 

例会時の写真は私が欠席する事も有りますので、その時は堀

川さんにお願いをしました。堀川さんには、面倒な事をお願い

致しますが、よろしくお願い致します。又会報の右上に例会と

は別の写真を載せてあるのをご存知かと思いますが、会報委員

に写真が得意の方が居ないと言う事で、写真を趣味にされてい

る蜘手康介さんにお願いいたしました。楽しみにしています。 

お願いになりますが、担当例会など発表をされました方は、

は発表原稿を遅くとも翌の月火位までには事務局になるべく電

子データにてお送り頂きます様お願い致します。 

予算的には、前年度を参考にさせて頂きましたが、今回、デ

ジカメ用のスペア電池の購入をお願いして有ります。 

担当例会は２回予定していますが、どなたにお願いするかは

未定ですので、是非と言う方がありましたらご紹介下さい。 

以上田中会長をバックアップできたらと思いますので、よろ

しくお願い致します。 

 

 

親睦活動・趣味の会委員長  

垣内 秀文 

 基本方針は「会員相互の絆をよ

り深める為に、皆が進んで参加で

きる行事を企画し、ロータリー活

動の力の源となるよう、明るく元

気なクラブ造りのお手伝いをす

る」です。 

ドアチェックにつきまして大垣共立銀行さん迷惑のかからな

いよう、１１時３５分には当番が必ず入るよう徹底していきま

す。担当例会は８月８日の「納涼ゆかた例会」当クラブの井辺

さんにお願いして宝生閣で行います。１月１０日は「新年家族

例会」グリーンホテルで決定しております。新緑例会につきま

しては今から内容、場所、日時と合わせて検討してまいります。

また例会時には発表しそびれましたが、月初めの例会時に会員

誕生日の記念品をお渡しするほか、夫人誕生日には当日花束を、

結婚記念日にはお菓子を自宅のお届いたします。どうぞ一年間

宜しくお願い致します。 

 

 

ニコニコ委員長    阪下 六代 

ニコニコ委員会が運営管理するニコニ

コボックスからの決算金は、次年度の特

別会計積立金に繰り入れられた上、将来

の特別な行事の資金に充てられたり、本

会計の資金が不足している場合には、理
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事会の決定により本会計に繰り入れることができると当クラブ

の内規で定められています。 

 その財源としては、大別して喜捨とファインとがあります。

喜捨の中には、会員の皆様の自発的意思によるものと出席表彰

に伴うものの２種類があり、ファインには、無届欠席ファイン

（２０００円）と遅刻・早退ファイン（５００円）の２種類が

あります。 

 このうち、遅刻・早退ファインは、出席委員や当委員会が指

摘して納付してもらうものではなく、該当する会員に自発的に

行っていただいているところですから、必ず、進んで納付して

くださるよう、この場をお借りしてお願いをいたします。 

 さて、以上の財源のうち自発的意思による喜捨を呼びかける

のが我々の最大の任務であります。 

 我々ニコニコ委員会は、会員各位に喜捨への自発的意思を喚

起してもらう最大の要因は、委員会の運営の仕方にあると考え

ております。 

 金額の多少はあれ、誰にとっても命、愛の次に大切なものを

喜捨していただくのですから、皆様の喜捨の意欲を喚起するこ

とはあっても、削ぐことがないよう、心して運営に当ってまい

りますので、この一年間のご支援、ご協力のほどお願いいたし

ます。 

 

 

会員増強委員長    新田 敬義 

委員長に新田、副委員長に小瀬さん、

委員は鴻野、井上両氏の四名です。 

 基本方針は、会員増強はクラブ運営の

要であり全会員の理解と協力を求め委

員会の活動と併せ２名の増強を図る。  

 役員ならびに職業分類・会員選考委委

員会と連携を密にして新会員の勧誘、退会防止に努めたい。特

に若い会員さんのご理解を頂き協力をお願いしたい。 

 

 

職業分類・会員選考委員長   

挾土 貞吉 

副委員長は我がクラブ重鎮、分区代

理経験者の山本善一郎さんとガバナ

ー補佐を勤められた小森丈一さんで

す。この関所を通り抜けるのは大変か

と思いますが西クラブ会員、全員の皆

さんが増強委員になったつもりで 

①職業人として評価の良い人 

②出席義務を果たせる人 

③規約等が守れて協調性のある人 

をアタックし、数多くの候補者を出してきてください。女性軽

視の発言や人前で号泣するような人は駄目です。人柄が良く品

格のある人であるか、を吟味した選考をしたいと思っています。

職業分類においてはその都度検討していきます。 

 

 

出席・プログラム委員長   

蜘手 康介 

今年度の出席・プログラム委員長を

務めさせていただきます蜘手です。 

メンバーには、副委員長に新井典仁さ

ん、委員には葛谷さん、田近さん、小

田さんの五人です。 

基本方針は、出席率100％を目標とし、規律ある中にも楽しい

例会を心掛ける。プログラム進行に当たっては委員会委員長と

の連携を密にすることです。 

計画・業務内容としては、出席状況の報告と出席に関する喜

捨ファインを徴収し、プログラムのスムースな進行のため、各

委員長と連携を図ります。 

なにかと欠席が多い私としては荷が重い役ではございますが、

自分自身出席率100％を目指して頑張りたいと思います。一年間

よろしくお願い致します。 

 
 

ロータリー情報委員長   

鍋島 勝雄 

 新入会員に、歴史・理念及び活動を

含めてオリエンテーションを実施。 

 1 月 26 日に歴代会長のスピーチを

お願いします。なお、実施に関して昨

今の例会に関する情報を幅広く収集

し(例会出席低下等)提言させていただきます。 

 

 

職業奉仕委員長    堺 和信  

副委員長に向井公規さん、委員

に垂井政機さんがみえます。 

基本方針は、「「職業奉仕とは

何か」を理解し、自らの職業の倫

理を高揚し職業奉仕を実践する」

です。 

職業奉仕とは何か。「職業」とはお金儲けをするための手段

で自分のためのもので、「奉仕」とは世のため人のためのもの

で、全く正反対の２つの言葉が１つになったわかりにくい言葉

です。この言葉は完全なるロータリー用語であり、辞書には載

っていません。ロータリーの職業奉仕とは「世のため人のため

に奉仕をする心を持って職業を営むべし」と考えます。つまり、

自分の金儲けに対して「人を泣かせるような金儲けをしてはい

けない、人をだまして賭けもうけをしてはいけない、非道徳的・

非社会的行為をして金儲けをしてはいけない、世のため人のた

めになるような金儲けをしなければならない」といって言って

いるのであり、自分の職業に対して強く「倫理性」を要求して

いるのです。職業奉仕とは職業倫理の運動であり、このことを

理解し実践をしていただきたいお思います。 

 １２月１２日の担当例会は、「職業奉仕と何か」を理解し

ていただくための講師例会とし、来年の４月１７日は、会社は

未定ですが職場訪問例会としたいと思います。１年間よろしく

お願いいたします。 
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社会奉仕委員長   鴻野 幸泰 

委員長 鴻野幸奉、副委員長 井上正

さん、委員 葛谷一嘉さん、新井典仁さ

ん、山下直哉さん 

基本方針 

・「未来の夢計画」事業を通して時代 

にあった地域の求める社会奉仕活動。 

・ロータリー会員の健康増進と、ソフ 

トミニバレーボール大会の開催協力。 

未来の夢計画では、二之町の町屋を利用して町内の人々の交流

のできる場所を提供する。町屋のリフォームにはロータリー財

団からの補助金を利用し運営については、高山市社会福社協議

会におねがいする。我々の委員会では、９月１２日の開所式の

準備をします。当日は持ち出し例会です。 

ソフトミニバレーについては、毎年二回の大会のスポンサーに

なっています。本年度は、９月２１日にソフトミニバレーボー

ル協会三十周年大会があります。大会当日の夜には西ロータリ

ーと山王フラワーズさんとの合同懇親会を行う予定です｡皆さ

んの参加をおねがいします。そして記念大会でありますので会

員のみなさまからの大会の賞品もお願いしたいと思います。よ

ろしくおねがいします。 

 

 

環境保全委員長   塚本 直人 

今年度環境保全委員長を務めるこ

とになりました。副委員長に長瀬達三

さんです。 

環境保全委員会は高山市新エネル

ギービジョン(平成 26 年度～平成 32

年度)についての理解を推進し、市民

と行政、そしてロータリーが参画した

環境保全活動を行うこととする。 

9月に予定していた講師例会は11月に日程変更となりますが、

年度の後半には新エネルギービジョンに関係した現場視察、あ

るいは現在関係団体と協議中である、エネルギーをテーマとし

た講演会等の催しについて、次年度につながる形での実施を検

討いたします。 

 経験豊富な方々が委員会メンバーにいらっしゃるので心強く

思います。 

 

 

青少年育成委員長  小田 博司 

副委員長 堀川和士、委員 中島弘

人、住田秦典、東庄豪 

基本方針 

１．社会奉仕の理念を基に未来を担う 

青少年との関わりを実践し課題 

を共有する。 

２．青少年が行う社会奉仕活動に協賛 

し参加の実践を計る。 

 

実施予定活動内容 

高山あすなろ会･小中学校木エコンクルールに協賛 

高山市スポーツ少年団に協賛 

義務教育課程9か年皆出席  表彰 

キャリア教育講座学校訪問に協賛 

ふれあい行事 青少年とのふれあい活動の実施(予定) 

ゲストスピーチ２回 

キャリア教育講座 学校訪問 実施内容の概要 

実 施 日  平成２６年１０月２２日（水）又は２３日（木） 

対象学校   久々野中学校 約１００名程度 

時   間   ＰＭ１：３０～３：２０ 

概  要  開会式～基調講演（１名）1：30～2：00 

分科会2：10～3：00  7分科会前後1班15人程 

仕事の話  資格、勉強の方向性の質問が出る 

     子は概して親の仕事に関わる限られた知識である。 

   多くの業種の話をして選択の幅を広げる機会を与える。 

 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

・本日ビジターとして大津西ロータリークラブの田華紘一様に 

お越し頂いております。ようこそお越し下さいました。 

・さて、本年度の｢クラブ活動計画書｣が出来て参りましたので、 

また改めてスタートする想いを強くしております。そして本 

日クラブアッセンブリーです。来週は兼松ガバナー補佐が来 

訪されあまり時間が取れませんので、本日少し詰めて行いた 

いと思います。委員長の皆様、よろしくお願いします。 

●鴻野 幸泰さん 

本日はクラブアッセンブリ―で社会奉仕委員会から発表させて

頂きます。本年度会員の皆様方には色々とご協力お願いする事

がありますので、どうかよろしくお願いします。 

●堀川 和士さん 

先週末モンスターが釣れました。本日の市民時報をご覧下さい。

雑誌広報、アッセンブリ―繰り上げて頂きました。終わり次第

早退します。 

●下屋 勝比古さん 

遅刻しました。近いのにゴメンナサイ。 
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