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   ロータリーに輝きを 

会計中間報告・クラブアッセンブリー 

 平成27年1月 23日No.2381 例会 

＜会長の時間＞ 

間が開きましたが、年明け前

にお話ししておりました、高山

の中華そばについての話の続き

です。 

坂口時宗さんは、屋台の『中

華そば屋』を閉じられて『中華そば店』を自宅に開かれ、その専門

店はご子息にまかされて引退されました。その後は、調理師の師範

講師として、大阪、京都、大津や高岡などに、山菜の料理法などの

指導をして廻られました。北陸の温泉にも山菜の料理を広められま

した。大粒の大豆、はところしを使って豆板を作った話、駅弁が三

十銭、のり巻きが二十銭の時代、板前として味を工夫した話等々。

飛騨の中華ラーメンが、全国区有名商品となるまでに、その草分け

としてご苦労なさったことと裏腹のこととして興味深くお聞きし

ました。現在は、昭和三十年頃まで数店であった中華そば屋が観光

立市の政策により、にぎわう様になり、高山市内で急速に増加しま

した。飲食店、うどんそばの店、食堂、レストラン、中華料理店、

ラーメン屋と、『中華そば』を高山の味として売る店は飛騨地方で

百店をゆうに越す程になっています。そして、そのほとんどが、醤

油味、かつおだし、細ちじれ麺、チヤーシュウーにメンマと飛騨ね

ぎ。それは、『支那そば』から『中華そば』として、高山の住人に

愛され、育ったものが基本となっています。飛騨ラーメンとか高山

ラーメンと称するネーミングの食堂はないのです。 

 

 

＜幹事報告＞ 

◎地区ローターアクト小委員会委員長、 

名張ローターアクトクラブ会長より 

 ・第37回ローターアクト地区 

年次大会のご案内 

◎高山市ソフトミニバレーボール選手会、高山市スポーツ推進委員会より 

・第63回高山西ロータリークラブ杯争奪 

高山市ソフトミニバレーボール大会開催要項 

日 時  ３月８日(日)  午前９時より 

会 場  飛騨高山ビックアリーナ 

◎飛騨高山国際協会より 

 ・シビウ国際演劇祭 国際ボランティアスタッフ募集について（ご案内） 

＜例会変更＞ 

高山中央 …  2月 2日(月)は、節分例会のため 

18：00～ 飛騨総社および山陣 に 変更 

         2月 9日(月)は、施設訪問例会のため  

高山山ゆり学園 に 変更 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞   

雑誌の紹介      会計中間報告 
 
 
クラブアッセンブリー    

Ｓ．Ａ．Ａ  斎藤 章 

副委員長：伊藤 松寿 さん、 

委員：田中 正躬・蜘手 康介・ 

塚本 直人・田中 晶洋さん（６

人）のメンバーで活動致してお

ります。 

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

めるとの方針の元、半年が経過しました。今年度の会長としての目

標に則り、運営努力し大過なく上半期を終えることができましたの

で下半期も継続して行きたいと思います。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 33名 13名 46名 46名 100.00％

本日 33名 － 33名 46名 71.74％ 



例 会 報 告  

ロータリーに輝きを 

昨年と較べて、特に大きな変化はありませんが限られた予算

の中で、ロータリーのテーマも含めて机上に表示させて頂きま

した。時には、風景写真を中心に雰囲気を変えさせて頂いたこ

ともあり、多少の雰囲気作りができているのかなと思っており

ます。 

担当例会も２月にあります。下半期にはもう少しの何らかの

工夫も必要なのかと考えております。 

  全体的に欠席者が多い印象を受けます。可能な限りの出席よ

ろしく御願い致します。同時に上半期においても、無断欠席が

多く食事が随分と無駄になりました。下半期には、欠席の連絡

を是非とも10時までに頂きたくお願い致します。よりよい例会

運営に努力致したく思います。建設的な意見も歓迎致します。 

 

 

クラブ奉仕委員長 

    米澤 久二 

７月に会務委員会の各委員長

さんに集まっていただき、各委

員会の活動方針について意見交

換をしました。 

９月には中村修さんに『私の健康法』についてスピーチをし

ていただきました。 

下期に、会務委員会の各委員長さんにお集まりいただき下期

の活動について意見交換をしていただく予定です。 

 

 

会報委員長    田中 正躬 

１．委員長 田中正躬、副委員 

長 岡田贊三さん、委員 

井辺一章さんの３人で担当 

２．見やすい写真をとの思いで 

奮闘しています。 

３．12月19日には井辺さんに卓話を戴き、会社運営の事、幼少 

時代の事など話が有りました。 

４．1月16日には3月13日予定の繰上げと言う事で、高山市企

画部広報担当 中島芳彦さんより広報たかやまの編集など 

話をお聞きしました。 

５．1月10日の新年家族例会のスナップ写真を皆様に何枚かお 

配りしました、ご笑納下さい。今後も行事の都度写真を残 

したいと思います。 

 

親睦委員長    垣内 秀文                        

 今年度、親睦活動・趣味の

会委員会の委員長を務めさせ

て頂いております、垣内です。

委員会メンバーは活動報告書

の通り11名ですが、休会者が

2 名となっており実質９名体

制でやっておりましたが、先日期待の新人田辺さんが入会され

たことでこれからの担当例会におきましても大変心強く思って

おります。 

 上半期には納涼浴衣例会を宝生閣様にて実施させていただき

ました。委員会としましては余興でゲームを中心に楽しんで頂

こうと、委員全員で取り組みました。参加の皆様に持参をお願

いしたワンコイン 500 円にて定番のジャンケン大会を行い、そ

の賞金総額ウン？万円は何方が勝ち残っても、阪下さんがニコ

ニコして待っている箱に入れて頂くつもりでしたが、あろうこ

とに浴衣のお姉さんがゲット、阪下ニコニコ委員長さんに説得

して頂き無事めでたくボックスに投函されました。  

 1/10 には高山グリーンホテルにて、新年家族例会を盛大に開

催致しました。新春の舞には田近さんの奥様、花柳美玲様に見

事なまでの日本舞踊を披露頂き、新年会が一層華やぎました事

を心より感謝申し上げます。又、この新年家族例会に際し自分

自身プレッシャーを感じながら取り組みましたが、当クラブの

若手会員様には委員さんはもとより委員会の枠を超えて協力し

て頂いた塚本さん、小瀬さん、新井さん、お蔭様でナンチャッ

テ「アナ雪」出来はどうであれ、披露する事が出来何とか無事

終える事が出来きました、ありがとうございました。 

 ５月には新緑例会、5/22の予定を5/24(日)変更して行います、

詳細につきましては只今検討中ですが皆さまの奥様、子供さん

が喜んで参加をして頂けるよう計画していきますので宜しくお

願い致します。 

  

 

ニコニコ委員長   

阪下 六代 

 本年度の目標額を特に設定

してはおりませんが、この上

半期は、皆さまのお蔭をもち

まして、ニコニコボックス会

計は予想外の成果を挙げることができました。 

 年度の当初に、自分が出席する例会では必ずニコニコボック

スへの拠出をすると約束されて、そのとおりに実行されている

会員がおられます。 

 また、披露の際には、拠出金額そのものは明らかにせず、「多

め」、「かなり多め」、「多額」、「高額」と申し添えて、賢

明なる皆さまにご理解をいただいているところですが、こうし

た「多め」以上の拠出が多いのも本年度の特色で、まことにあ

りがたく存じている次第です。 

 １２月５日の当委員会の担当例会では、当クラブの最古参、

最高齢で、ニコニコボックスの大スポンサーでもあられる山本

善一郎さんに卓話をお願いしました。 

 ニコニコは、「クラブの二大自主財源である」ということと、

「メッセージにより会員相互の好意と友情を深める」という二

つの大きな役割を担っております。 
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 本年度下半期も、変わらぬご支援、ご協力のほど、切にお願

い申し上げます。 

 

 

 

職業分類・会員選考委員長   

挾土 貞吉 

職業分類、会員選考委員会 

より報告します。 

9月5日、担当例会で委員会

メンバー3人のスピーチを行い

ました。 山本善一郎さんには

我がクラブの歴史を語っていただき、小森丈一さんからは選考

基準を、委員長の私 挾土はその心得を話しました。選考は厳し

くあたるが会員増強、その候補者無くしては仕事になりません

ので宜しく。また次年度我がクラブ50周年を迎えますので、会

員増強をして盛大に祝いたい。その為に全員で増強にあたって

欲しいこともお願いしました。 

 今のところ上期選考にあたったのは田邊 淳さん１名だけで

す。職業分類は旅行業です。立派な人で「三十丸」で通過です。

下期においては5、6人の選考が出来るよう皆さんの御協力をお

願いし報告にします。 

別途余分な話かもしれませんが、昨年暮れに田中会長の肝い

りで開催された会員との語る会での感想です。 

 あの時若い皆さんのクラブに対する思いには納得することが

多かったのですが、自我を押えきれず退会した人もあるようで

残念です。今は自分の「思い通り」にならなくとも先を読んだ

大きな心を持ち自分を磨き、「大物」腹のあるロータリアンに

なって活躍して欲しいと思いました。尚、再入会ＯＫです。待

っています。 

 私の体験から言わせていただきますが、テレビの林先生の言

う「今でしょ」は、時と場所を考えて決断し、４つのテスト「み

んなの為になるかどうか？」です。正しい決断であれば必ず後々

みんなの為、また必ず自分の為になります。 

 

 

ロータリー情報委員長  代理  

副委員長   内田 幸洋 

 新会員のためのオリエンテーシ

ョンを 4 月に実施する予定です。

また3月13日の担当例会には、歴

代会長によるロータリーについて

の知識を語ってもらう事にしています。 

 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

・今年度下期がスタートしました。一年の半分、皆様のおかげ 

で、何とかここまで来られた事に感謝しています。後半年頑 

張りますので宜しくお願いします。 そして今週と来週はク 

ラブアッセンブリーです。各委員長さん宜しくお願いします。 

・家内に誕生日の花を頂きありがとうございました。 

●下屋 勝比古さん 

昨年末よりボート日本代表合宿に参加して欠席していました。

今年もどうぞよろしくお願いします。 

●小森 丈一さん 

ロータリー俳壇に忘れた頃に掲載されましたので。長谷川櫂氏

とは相性が良い様です。 

●垣内 秀文さん 

初田町１丁目町内会長の脇本 敏雄 様ヘ 

今年度も終盤に来て、次年度主要役員もほぼ決まり、私の３期

連続の町内役員生活も遂に終わりをつげ、来年度より町内平会

員に成り下がろうとしていたこの時期に、私の心寂しさを感じ

られてか、それとも虐めか、劇的なサプライズ演出にて次年度、

氏子総代に任命して頂き、心より、心より、心より感謝申し上

げます‥･。 

●井上 正さん 

昨日は江名子小学校にて租税教室の講師をさせて頂きました。

初めての経験でしたが、自分の会社に置き換えて話をするよう

に考え、あっと言う間の45分を楽しませて頂きました。小学生

には分かり易く伝えるのは難しいです。来年も出来ればリベン

ジして、もう少し話せたらと思っています。本日は所用で早退

させて頂きますのでよろしくお願いします。 
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