
                                

                                           

     

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     雪だるま  蜘手 康介 
                               

 

   ロータリーに輝きを 

クラブアッセンブリー

 平成27年1月 30日No.2382 例会 

＜会長の時間＞ 

先週に引き続き、高山の中華そ

ばについての話の続きです。 

高山では、大半が『中華そば』

を提供する店であって、『ラーメン

屋』はごく少数派です。それが現

在の飛騨ラーメンの実態です。観光客の若い人の「ラーメン下さい」

という声にも「はい、いらっしゃい」と応じながらも、店の看板は

『中華そば』と掲げている店が多数派です。全国的に、飛騨の『中

華そば』の味は格別と好評の反面に、麺の量が少ないという批判も

聞かれて残念です。大方の店が＜やよいそば＞とか＜まさごそば＞

など＜○○そば＞と自店の店名を入れてラーメンを商っており、＜

○○ラーメン＞として売る店の中には、飛騨以外の地より入ってき

た大手メーカーのチェーン店まであって、飛騨の味とは言えないも

のまでできた昨今です。 

ちなみに高山の中華そば屋の開業年は、昭和13年 ＜まさご＞、

昭和21年＜角や＞、昭和23年＜やよいそば＞、昭和26年＜豆天

狗＞、昭和26年＜桔梗屋＞、昭和31年＜つづみ＞、昭和39年＜

なかつぼ＞と続きます。 

番外編としまして、平成元年12 月に丹生川に開業しました＜飛

騨高山板蔵ラーメン＞は、ラーメン一店舗としての売上は日本一で、

開業当初はわずか一万人でしたが、現在は五十万人で、一日二千杯、

工場では、2～3万食製造できるそうです。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・１月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて 

   1ドル 118円（現行どおり） 

◎台北東海ロータリークラブより 

 ・台北東海ロータリークラブ創立２０周年記念式典のご案内 

日 時  4月24日（金） 受付17時30分 開始18時   

   場 所  六福皇宮（ウェスティンホテル）地下３Ｆ永福庁    

 ・歓迎ゴルフ 

日 時  4月24日（金） 集合6時20分 スタート７時   

   場 所  美麗華ゴルフ         

・歓迎晩餐会 

   日 時: 4 月 23 日(木)   18 時開始  

場 所: ロイヤルホテル３階    

◎可児ロータリークラブより 

 ・創立４０周年記念式典 ご招待状 

日時  3月15日(日)  式典11：00～ 祝賀会12：00～  

   会場  シティホテル美濃加茂 

◎濃飛グループガバナー補佐  兼松 政則 様より 

 ・会員増強拡大セミナー ご参加のお礼 

◎高山市キャリア教育を考える会事務局より 

・高山市キャリア教育を考える会担当者打ち合わせ会の開催について 

日時  2月 24日(火)   15：30～17：00 

   場所  高山市役所２階２０３会議室 

◎高山ロータリークラブより 

 ・例会場変更のお知らせ  ホテルアソシア高山リゾート４Ｆにて 

2月の全4回、および3/15、3/12日の例会について 

＜受贈誌＞ 

(株)クマヒラ(抜萃のつヾりその七十四)、高山ＲＣ (会報)、 

高山中央ＲＣ(会報)、台北市松年福祉會(玉蘭荘だより)、飛騨作 

家協会(文苑ひだ第８号)  

 
 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞  

クラブアッセンブリー    

雑誌・広報委員会   

副委員長  垂井 政機 

活動計画書の通りとして発表。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 35名 11名 46名 46名 100.00％

本日 34名 － 34名 46名 73.91％ 
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会員増強委員長 

    新田 敬義。 

新会員候補者名簿を前年

度の委員長様より頂いてお

り、その名簿を中心に会員増

強活動をしております。  

9月に古橋会員のご推薦で

田邊さんの入会を頂きました。また今年1月米澤会員他のご推薦で黒

木さんの入会を予定しております。 

数名の方に断られてもおりますが当クラブに会員増強の芽（自覚）

が沢山あることを大変嬉しく思っております。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

 

出席・プログラム委員長 

    蜘手 康介 

「出席プログラム委員会で

す。委員長は私、蜘手、副委

員長は新井さん、委員には田

近さん、小田さんというメン

バーです。 

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。プログラム進行にあたっては委員会委員長と

の連携を密にする。です。 

この任をいただいてから自分自身の 100％出席を目指し出来

る限り出席しようと心掛けてきましたが、遠方による仕事上の

都合で、2 月～3 月まで休会させていただくことになりました。

その間は副委員長の新井さんにお願いしていますので、皆様何

卒よろしくお願い致します。また月の第一例会では喜捨ファイ

ンの徴収もさせていただいています。無届欠席では2000円のフ

ァイン、また遅刻早退は500円のファイン徴収がありますので、

その際は出来るだけ自主的にファイン納入をお願い致します。」 

 

 

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。 

 １２月１２日の担当例会は、地区職業奉仕部門委員長の岩

田勝美様をお迎えして、自らの職業やロータリーの経験を通し

て「職業奉仕とは何か」「職業奉仕と社会奉仕との違い」「職

業奉仕の実践方法」をわかりやすく説明をしていただきました。

また、４月１７日の担当例会は職場訪問例会を予定しています。

会員でもあり以前にも訪問をさせていただきましたが、会社も

移転され「トヨタ改善方式」を取り入れ、売り上げも順調に伸

ばされているという「飛騨産業株式会社」様の訪問を予定して

います。たくさんのご出席をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

社会奉仕・ヘルス委員長   

鴻野 幸泰 

委員長は鴻野、副委員長は新

井典仁さん、委員に葛谷一嘉さ

ん、山下直哉さんです。基本方

針は 

・｢未来の夢計画｣事業を通し

て時代に合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。 

去年の 9 月には、下二之町の『よって館』の開所式を担当さ

せて頂きました。同じく9月には、ソフトミニバレー30周年大

会には、大変沢山の協賛を頂きいただきありがとうございまし

た。8月には62回大会があり、両方の大会に我々西ロータリー

クラブも1チーム参加しました。2月には、担当例会があります。

ゲストスピーチをお願いしております。また今年 3 月にはソフ

トミニバレーボール大会63回がありますので、皆さんの参加を

お願いします。 

 

 

青少年育成委員長   

小田 博司 

委員は中島 弘人さん、住田 

泰典さん、東庄豪さんです。

基本方針は 

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。 

実施活動は、高山あすなろ会の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、キャリア教育講座学校訪

問に協賛。担当例会はゲストスピーチで、斐太高等学校長をお

招きしました。 

今後の活動として、義務教育課程9か年皆出席表彰を計画進行

中です。また、ふれあい行事として、青少年とのふれあい活動、

ゲストスピーチ １回の実施を予定しています。 

今年度の新活動として「キャリア教育講座」を実施しました。 

実施日 ： 平成26年10月22日、対象学校 ： 久々野中学校約

100名程度、時間： ＰＭ1:30～3:20、概要は、 開会式の後 伊

藤さんの基調講話に続いて、12分科会に分かれ｢職業とは｣につ

いて、12人のロータリアンから、それぞれの思いを生徒に対し

て発信していただきました。 

 生徒、そして当クラブの初体験であるこの活動は双方にとっ

て大変有意義であったものと考えています。 

 また、高山あすなろ会･小中学校木工コンクルール､高山市ス

ポーツ少年団に協賛して助成金を交付していますが､どのよう

な作品が出展され､かつどのような練習をしているのか､その現

場に赴き目にしなかったことを委員長としての反省点としたい

と思います。 
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環境保全委員長   

塚本 直人 

基本方針に従い、市役所の

環境政策部より挟土課長を講

師にお迎えし、高山市新エネ

ルギーヴィジョンについて卓

話を行いました。 

5月には親睦委員会と合同の企画で、新緑例会の目的地を乗鞍

にして、家族が自然環境と親しめる機会を提供致します。乗鞍

に詳しいガイドを手配して楽しんでいただく予定です。 

 

 

インターアクト委員長   

委員長   大村 貴之 

 インターアクト委員会の事

業報告をします。 

7月23日 高山ＲＣ高山西

ＲＣ合同懇親会を行い、各校

の校長先生・部活顧問の先生

と親交を深めました。7月23～27日 韓国派遣に飛騨高山高校

インターアクト部の岡田さん・切手さんが参加しました。8月9・

10 日 ＩＡ年次大会（四日市市）の予定でしたが台風接近のた

め中止となりました。10月26日ＩＡ飛騨地区協議会では、当ク

ラブが担当になっており、計画・準備・進行など荒川先生お力

をお借りし無事行うことが出来ました。 

各行事報告には、飛騨高山高校の荒川先生・生徒さんにも例

会に来ていただき、報告をしていただきました。 

 残り行事は5月17日ＩＡＣ顧問教師部会ですが、これは次期

委員長の参加となりますので、次期委員長さんよろしくお願い

します。5月29日の担当例会は、ＩＡＣ顧問教師部会の報告を

行う予定です。 

 

 

米山奨学委員長   

  井辺 一章 

 副委員長 野戸 守さん、委

員に新田 敬義さんです。 

 担当例会に私の弟 井辺 博

光を招き、世界の水について、

日本の飲み水は 97％外へ出

ており、ほとんど買って飲ん

でいるとの事を話をしてもらいました。 

 
 

ロータリー財団委員長  

伊藤 松寿 代理   

  副委員長   折茂 謙一  

①毎月第１例会に財団箱をまわ

し、会員一人当たり、１０５ド

ルを目標に寄付を募っている。

第 1 例会の欠席者には、第２例

会に寄付の投函を要請している 

②2年越しの「未来の夢」計画（ロータリー財団地区補助金事業）

の事業実施をおこなった。下二之町地内の町家を改造（トイレ・

水廻り・電気設備の整備等）し、9月13日、「よって館★しも

ちょう」の開所にこぎつけた。 

 
 

国際奉仕・友好クラブ委員長   

委員長   平 義孝 

上半期の活動は、飛騨高山

国際協会と、高山デンバー友

好協会に協力、また今年度の

4月23日から25日の2泊3

日で台湾の台北東海ＲＣの

20周年記念のお祝いに高山西ＲＣからから30名位、友好を深め

るために出席し式典に参加します。今の所会員 20 名奥様 10 名

程参加していただける予定であります。我が西ＲＣも今年50周

年が10月に式典が決定しています。台北東海ＲＣも多くの参加

していただくためにも台北東海ＲＣの参加協力をお願いし報告

とします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

24日の濃飛分区会員増強拡大セミナーに参加頂きました皆様 

には、一日ご苦労様でした。かなりスケジュールの込んだ研修 

会でしたが、他クラブの話も多く聞けて、意義のある研修会だ 

った様に思います。そして今後の当クラブの会員増強に生かし 

て行ければと思います。 

●門前 庄次郎さん 

24日の増強セミナー帰りに皆さんと夕食を共にでき、これも楽

しい、良い時間となりました。 田中会長・古橋会長エレクト

にはご馳走になり有難うございました。 

●新田 敬義さん 

①遅くなりましたが田邊さんご入会ありがとうございます。仲 

良くさせて下さい。 

②誕生日お祝い、ありがとうございます。 

●鴻野 幸泰さん 

本日クラブアッセンブリーで社会奉仕委員会の事業報告をさせ

て頂きます。よろしくお願いします。 

●井辺 一章さん 

平成27年1月30日今月も終わり。寒い1月でしたね。2月から

少しでも景気が良くなる事をお祝いいたします。 

●塚本 直人さん 

気がつくと今年に入って一度もニコニコに参加していませんの

で、今日は少しだけですが、本年もよろしくお願いします。 

●蜘手 康介さん 

２～３月までの間、仕事上の都合のため休会させて頂きます。

出席プログラム委員長という立場でありながら、大変申し訳あ

りません。その間は副委員長の新井さんにお願いしてあります

ので、皆様何卒よろしくお願いいたします。 
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