
                                

                                           

     

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     厳寒の朝景  蜘手 康介 
                               

 

   ロータリーに輝きを 

お祝い・創立 50 周年実行委員会 

 平成 27 年 2 月 6日No.2383 例会 

＜会長の時間＞ 

平成27年1月24日（土曜日）

濃飛Ｇ会員増強セミナーが、シ

ティホテル美濃加茂で行われま

した。 

我が西ＲＣも参加しました。

登録受付が10:00～点鐘、10:20～ガバナー補佐 兼松 政則 様（加

茂ＲＣ）、ガバナー 石垣 智康 様（多治見西ＲＣ）挨拶～、11:00

～パストガバナー 桑月 心 様（高山ＲＣ）基調講演『会員基盤増

強拡大について』。その後分科会に別れ「増強・拡大について」と

題してＡグループ（田中・門前幹事・田中晶洋）とＢグループ（古

橋会長エレクト・遠藤副幹事・塚本直人・井上正）に分かれて話し

合いその結果を各自（全員）報告して、会員基盤増強維持委員長 掘

場 巌 様（岐阜南ＲＣ）より講評を頂きました。 

基調講演の中身ですが、会員の自然減が5～10％位、クラブを維

持する為に新会員の補充や退会防止は必須です。「質・質転換」と

言う言葉があるそうです。運動（綱領の奉仕の理想）量的増加や減

少により、質的変化が起きる。ポールハリスは「実業家はおおむね

自己教育に恵まれていない、ロータリーはそういう欠陥を補う機会

を提供してくれる」と言っています「例会は自分を磨く道場だ」ロ

ータリークラブとは奉仕の理想を団体で学び、団体で実例を示し、

個人で実践します。まさにＩ ＳＥＲＶＥです。 

佐藤千尋ＰＤＧ「やさしい綱領の話」によりますと“どんな職業

でも利益は奉仕に対する褒美として与えられるものでなければな

らない”と言うのがロータリーで言う奉仕の理想です。 

職業奉仕がロータリー活動の中心です。まだ色々有りましたが気

が付いた事だけ報告しました。 

 
 

＜幹事報告＞ 

◎ガバナーエレクトより 

 ・国際協議会より2015-2016年度ＲＩテーマ決定のご報告 

「Be a gift to the world」世界へのプレゼントになろう 

◎ロータリー囲碁同好会日本支部より 

・『第16回ロータリー国際囲碁大会』開催のお知らせ 

日時  5月16日(土) 9:00点鐘開会式、18:00懇親会 

会場  日本棋院大ホール 対局後アルカディア市ヶ谷へ 

主催  ロータリー囲碁同好会   登録料  17,000円 

◎ロータリーの友事務所より 

・「ロータリーの友」電子版のご案内 

「ロータリーの友」ホームページ www.rotary-no-tomo.jp から 

＜受贈誌＞ 

ＲＩ日本事務局「財団室ＮＥＷＳ」、高山市文化協会(広報高山 

の文化、高山メセナメイト) 

 

 

＜出席報告＞ 

 
 
 

 

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 35名 － 35名 47名 74.46％ 
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＜本日のプログラム＞  お祝い 

◎会員誕生日 

折茂 謙一  ２．  ７  鴻野 幸泰   ２．１３ 

遠藤 隆浩  ２．  ２  山下 直哉   ２． ３ 

黒木 正人  ２．１６ 

（当日欠席） 

野戸  守  ２．２３  鍋島 勝雄   ２．２１ 

◎夫人誕生日 

      田中 晶洋   晶 子さん     ２．２４ 

◎結婚記念日 

     岡田 贊三   Ｓ４８．２．１０ 

     田邊  淳   Ｈ  ６．２．２６ 

◎出席表彰 

     なし 

◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿   ・井辺 一章   ・蜘手 康介 ・田中  武 

・田中 正躬  ・山本善一郎   ・米澤 久二   

 

 
新会員挨拶 

 

飛騨信用組合 常務理事 

    黒木 正人 氏 

 

 

 
 

創立５０周年記念式典準備委員会 

委員長     脇本 敏雄 

1）今日までの経過報告（組織） 

平成25年12月  通常総会で委員長の承認 

平成26年  3月  執行部会の発足 副委員長2名 ＋ 専門部 

会長4名 ＋ 平成26～27年度 会長幹事 

＋平成26～28年度 会長・幹事 

           合計11名 

同年4月～7月  執行部会で3回の会議 

8月 1日  担当例会にて基本構想発表 

        ・各部会の委員長の決定 

       ・記念事業の構想  

      × ハード事業（特定団体えの物品等の寄付） 

○ ソフト事業（講演・鑑賞会等の一般市民向け） 

       ・日程 平成27年10月3（土）～4日（日） 

昨年8月～今年2月  

・委員長を含む準備委員会 

・顧問（歴代会長）に対する報告と同意 

        ・執行部会   5回の会議 

先月1月16日  理事会に概要報告・・・・行事内容の承認 

        1）予算案    特別会計の使用額750万 

       2）記念事業の概要  日本舞踊「五耀会」 

チャリティー公演 

       3）高山西ＲＣ会員に対する金銭的な協力要請 

       （チャリティー公演・・・余剰金の寄付） 

2）記念事業の概要   日本舞踊「五耀会」・・・（ホームページ） 

日本人の美意識が息づく「日本舞踊」は、古代から現代に

至る日本の芸能の集大成と言え、あくまでも舞台上で上演す

ることを目的とした舞台芸術である。しかし、それを現在で

は一部の人にしか知られていない。幅広い人々に「日本舞踊」

の様々な顔を紹介し素晴らしさを強く訴えるべく、実力派舞

踊家5人が流派を超えて集い2009年「五耀会」を結成した。 

3）「五耀会」のＤＶＤ紹介 

平成27年1月1日 ＮＨＫで放映 
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式典部会長  斎藤 章 

高山西ロータリークラ

ブ創立５０周年記念行事

委員会の式典部より報告 

します。 

式典委員会委員長に田

中 武さん、登録委員会委

員長に阪下 六代さん、式典会場委員会委員長に 蜘手 康介さ

ん、式典司会委員会委員長に堺 和信さんで、それぞれ若干名の

委員が属します。高山グリーンホテルの瑞祥の間で式典を行い

ます。歴代46代〜50代の会長・幹事（９名）に感謝状を御送り

します。式典には、１７０名程の出席を予定しています。式典

司会には、プロの司会者の予定をしています。会員・奥様達の

協力のもと、厳粛な内に和かな会の運営を目指します。 

 

 

 

祝賀会部会長  内田 幸洋 

 記念式典の後、午後 5 時か

ら天山の間において行います。

総予算215万円（1月末現在）

にて22テーブル総勢170名の

品格ある祝賀パーティーを開

きます。 

 委員会は 4 委員会に分かれ、今後さらに内容を詰めていきま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜ニコニコボックス＞ 

●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

・本日より入会頂きました黒木正人さんには、これから末永く 

よろしくお願いします。 

・また本日は、台北東海ＲＣ訪問の申込締切日でございます。 

是非多くの参加をお願いします。 

●黒木 正人さん 

今月より入会しました黒木と申します。今後ともよろしくお願 

いします。 

●米澤 久二さん､新田 敬義さん､折茂 謙一さん､遠藤 隆浩さん 

黒木さんの入会を熱烈歓迎します。今後ともよろしくお願いし

ます 

●井上 正さん 

黒木正人さんのご入会を心より歓迎いたします。黒木さんは時 

に色々なアドバイスやご相談を頂き戴き、知性にあふれ、また 

遊び心も備わったユーモアある方でもあります。同じ高山西ロ 

ータリークラブでご一緒出来るのをとても嬉しく、今後益々楽 

しみでもあります。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。 

なお本日はＰＴＡのため早退させて頂きます。 

●田邊 淳さん 

長女が無事希望した学校に合格しました。あと長男の受験が残 

っていますが、一応ホッと安心する事が出来ました。お気楽な 

長男の合格を祈る日々です。 

●鴻野 幸泰さん 

本日2月生まれの祝いをいただけるようですので、ありがとう 

ございます。 

●阪下 六代さん 

2月3日節分、2月4日立春、昨日2月5日と晴天の日が続き、 

かすかな春の息吹が感じられるようになってきました。陽気も 

懐もこれから暖かくなってくれる事を祈りつつニコニコへ。 
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