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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   古橋 直彦 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事   遠藤 隆浩 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     塚本  直人  

                               

 

   世界へのプレゼントになろう 

梅雨明けの予感  蜘手 康介 

高山西ロータリークラブ

＜会長の時間＞ 

本日のプログラムはクラブ・ア

センブリーです。先週の例会時、

小森さんのニコニコで指摘された、

クラブ協議会とは何ぞやについて

お話しいたします。 

クラブ協議会はクラブ全体のその年度のプログラム、活動につい

て話し合われる場です。手続要覧には「クラブ全会員の出席が要請

される」と記されています。全会員に出席を頂き、会員がクラブ活

動・奉仕活動への参画意識と言うか関心を高める場、また、会員の

教育の場とすることが望まれますと記されています。 

クラブ協議会の開催頻度はクラブにより異なりますが、西クラブ

では今年度次の様な順序で開かれます。 

第一回目：新年度の開始直後の早い時期に開催し、各奉仕部門及

び各委員会のクラブ活動計画について発表と協議を行う。先週と今

週がこれに当ります。 

第二回目：ガバナー公式訪問（9 月 11 日）前にガバナー補佐同

席のもとに開催します。8 月 28 日洲岬ガバナー補佐が西クラブ二

回目の訪問時に開催し、ガバナー補佐はガバナーに対してクラブの

活動状況を報告されます。従って、8 月 28 日は例会終了後各委員

長さんにはお残り頂き、例会終了後引き続きガバナー補佐への活動

報告や質疑応答の時間を持たせて頂きます。都合の悪い方は、副委

員長さんまたは委員さんへの出席要請をしておいて下さい。 

第三回目：下半期1月の開始直後の早い時期に開催し、各奉仕部

門・委員会の上半期の活動の総括と下期の活動について協議します。 

第四回目：下半期（年度末）の最終に開催し各奉仕部門・委員会

の活動状況の報告が行われます。また、四回目のクラブ協議会に先

立ち新旧の役員、理事、委員長が合同で、本年度活動の総括と、次

年度への引き継ぎが行われます。 

以上クラブ協議会についての説明でした。 

さて、短い卓話を。 

私は最近年齢早見表を邦歴（元号）、西暦、干支まで記載された

ものを使っています。近年は、生年月日を西暦で記載する様なフォ

ームの書類も増えて来ましたし、若い方に年を尋ねると西暦で答え

られる方も多くなり、即座に何歳か判らない為です。また、元号に

関しても今年は昭和90年だから昭和50年生まれは40歳かとの換

算も行います。また、干支が○○で血液型が○○型なのでと（特に

若い女性の方は）話される方もみえます。 

もう１つ日本の暦に皇記と言われるものがあります。皇室の皇、

紀元節の紀と書きます。日本の初代天皇、神武天皇が即位したとさ

れる年紀元前 660 年を元年とする暦で神社などでは現在も普通に

使用されていますが、一般にはなじみの無いものです。戦時中まで、

日本の陸海軍が用いた兵器の正式名称には、主にこの皇紀の末尾数

字が用いられていました。 

例えば、昭和15年皇紀2600年に採用されたある航空機はこの年

に採用になった事から次の様に命名されました。2600年の00レイ

レイ・ゼロゼロ年の採用を示す零式・ゼロ式戦闘機、ゼロ戦の通称

で知られています戦闘機です。 

ちなみに、本年2015年（平成27年）は皇紀2675年に当ります。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 

◎ガバナーより 

・ガバナー事務所、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（木）～１６日（日） 

◎高山ライオンズクラブ より 

 ・高山5クラブ親善ゴルフコンペのご案内 

日   時   9月13日(日) 12：36スタート(アウト・イン同時)  

     場   所   飛騨高山カントリークラブ    

   表 彰 式   本陣平野屋別館  １９：００～  

参 加 費   8,000 円  ＊プレー代は各自で清算をお願い致します。   

申込締切     8月21日(金) 

◎高山市青少年育成市民会議より 

 ・平成27年度少年野外活動の出役について 

   日時  8月22日(土)13：00市役所出発 23日(日)15：30解散(予定) 

    会場   国立乗鞍青少年交流の家 キャンプ場 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ（会報・活動計画書）、不破ＲＣ(活動計画書)、不破 

の関ＲＣ(活動計画書) 

 
 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 36名 2名 39名 45名 84.44% 

本日 37名 － 37名 45名 82.22％ 
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＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー 
ＳＡＡ  蜘手 康介 

 今年度、SAAという大役を任

命いただきました蜘手です。こ

のような重要な役をいただけま

したことは、とても光栄なこと

とは思いますが、SAAという役

柄が何たるかを知れば知るほど、

大変な役を引き受けてしまったというプレッシャーを日が増す

ごとに重く感じる今日この頃でございます。とはいえ、古橋会

長、遠藤幹事の熱意を受け引き受けた以上、一生懸命、粛々と

円滑で秩序あるクラブ例会となるよう尽力していきたいと思い

ます。また、副SAAには脇本さんという影の軍曹がいらっしゃ

ることも、私にとってとても心強く思いますし、米澤さんのよ

うな策略家がいらっしゃることも気持ち頼れる存在です。また

機動力溢れ、相談もしやすい中嶋さん、大村さん、住田さんと

いうメンバーが揃っている事で、私個人の至らなさは十分カバ

ーしていただけるものと感じています。新年度に入りまして、

古橋・遠藤丸が出港したわけですが、私共 SAA としましては、

飯盒でコメを炊くように初めちょろちょろで後ぱっぱといった

感じで、状況判断しながら楽しく秩序正しい例会となりますよ

うアイデアを盛り込みながら、今年一年精進してまいりたいと

思います。 
 また、前SAAの斉藤さんの意を踏襲した形で、毎度例会での

「携帯電話マナー」についてのアナウンスは致しません。スト

レッチ体操が始まる12：25までには、電源を切るか、マナーモ

ードにしてください。無断欠席についてのファイン（1000円＋

食事代 1000 円＝2000 円）は原則自主的にニコニコ委員会まで

お願いしたいところですが、無断欠席０％を目指す上で厳格に

する必要があります。その方には伝票を無言でニコニコとこっ

そりお渡しいたしますので、何卒ご了解ください。やむを得ず、

当日欠席となる方は、10 時までに必ず事務局までご連絡くださ

い。会員の方にことづけというのは手違いが発生する可能性が

ありますのでよろしくお願いします。今年度も 100 万ドルの食

事を計 6 回計画しておりますので、その主旨に賛同いただきな

がらご了承のほどお願い致します。 
 最後になりますが、クラブ例会において、秩序ある中に楽し

い例会を会場監督するのはSAAの大きな役目であります。です

が、それを実施励行しますのは高山西 RC メンバー全員であり

ますので、皆様のご理解ご協力、そして気配り、ご配慮をお願

いいたしまして、SAAのアッセンブリーとさせていただきます。

今年一年、よろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。 
 

 

クラブ奉仕委員長 

門前 庄次郎 
基本方針を「クラブ機能を充

実させるために、関係委員会の

連携を大切にしながら、委員会

活動が円滑に進む様努める。」と

しました。この委員会は会務委

員会の委員長で構成されていますので、当クラブ内に向けた委

員会活動が活発に行なわれ充実して行く様、連携を取って行き

たいと思います。 
 また今年度は、委員長に若い方が多く、初めて委員長をやら

れる方も見えますので、委員会活動がスムーズに行く様協力を

して行きたいと思っています。 
 

 

会報委員長 

         塚本 直人 

今年度、会報委員会は昨年度

の活動内容に沿って私を含め３

名のメンバーで運営して参りま

す。 
基本的には原稿は電子データで

の提出をお願いしていきます。ペーパーレス化を引き続き推進

していきます。会員の皆様にたくさん読んでいただける内容に

心掛けます。事務局の中澤さんの協力のもと積極的な情報提供

を行います。 
また、今年度は高山西ＲＣの５０周年の年に当たりますので、 

記念の原稿をいただき何らかの形で発行したいと考えています。 
なお、毎回の写真を蜘手さんに提供していただくことになって

います。１年間よろしくお願いします。 
 
 

 
睦活動・趣味の会委員長 

  井上 正 

今年度親睦委員会は、最強

のメンバーのもと、方針とし

て会員同士のつながりの機会

を通じ、好意と通常を深め、

ロータリアンとしての末永い絆を造り更なる相互理解、並びに

円滑なクラブ運営に寄与できることを目指します。 

今年度は、ゆかた例会・台北東海ロータリークラブ歓迎会・

新年家族例会・新緑例会を計画しています。 

 すでに台北東海ＲＣ歓迎会・新年家族例会の余興も決まり、

一同十分に練習を重ねながら親睦の機会を通じ、河相ン同士の

好意と友情を深められる機会としたいと存じます。 

一年間お世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。 

 
 

ニコニコ委員長   

田中 晶洋 
ニコニコ委員長をこの１年間

務めさせて頂きます。どうぞ

宜しくお願い致します。 
嬉しかったことや良いこと

を発表してお金も出す、とい

う感覚が一般の方にはなじみがないかもしれませんが、仏教で

いう布施の精神を持った人の集まりがロータリーという集まり

だと思います。布施をサンスクリット語でダーナーと言います、

布施をする人ということで旦那様と言われるようになったと聞

きました。旦那様（布施をする人）の集まりがロータリーです。

今年一年お布施を集めさせて頂きますので宜しくお願い致しま

す。 
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雑誌・広報委員長   

山下 直哉 
こんにちわ、本年度、雑誌・

広報委員の委員長を仰せつか

りました、山下直哉です。よ

ろしくお願いします。副委員

長に田中正躬さん、委員に小

森丈一さんというベテランのお二人に協力していただきながら

やって行きたいと思います。 

基本方針 ・毎月の例会時に「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。 

 年間計画 

 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、「広報についての課題」 

 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に 

ロータリー活動に関することを広報する。 

 

 

会員増強委員長   

垣内 秀文 
 会員増強委員会の基本

方針は活動報告書に掲げ

てありますが「クラブが効

果的に機能する為には会

員増強が必要不可欠です。

地域社会に奉仕、財団を支援していくクラブの力は会員基盤の

規模に比例する為、本年は会員純増 1 名以上を目標とし、全会

員に最低1名以上の推薦をお願いする」です。  
本年は 44 名から 45 名へと杉山さんの入会により早くも目出

度く達成と行きたい所でしたが、会計予算書の入会金が 50,000
×2 の 100,000 となっており、本当に微力ではありますが努力

していく所存です、どうか皆様におかれましては 8 月末迄に最

低１人１名の推薦をお願い申し上げます。 
委員には若手ホープの長瀬さんがおりますので彼には特に同

じくらいの年代の仲間を多く推薦して頂き、中々煮詰まらない

候補者には大先輩の副委員長挾土さんに登場して頂きすんなり

入会といった事を思い描いております。 
皆様におかれましてもこれが絵に描いた餅にならぬよう重ね

てお願い申し上げます。 
 
 
職業分類・選考委員長   

田近 毅 
推薦された候補者について職

業人として評価の良い人、出

席義務を果たせる人、 

協調性の有る人などを推薦者

と相談して理事会に報告する。 

 
 

 

 

出席・プログラム委員長   

新井 典仁 

今年度、出席・プログラム

委員長を拝命いたしました、

新井典仁でございます。 

 副委員長には住田泰典さん、

委員は山本善一郎さん、阪下

六代さん、東庄豪さんです。 

 委員に歴代の偉大な高山西ロータリー会長を擁する委員会で

ございますので、背筋が伸びる思いが致しますが恥ずかしく無

いように頑張って参りたいと思います。 

 基本方針と致しましては、プログラムのスムーズな遂行のサ

ポートおよび出席率の向上でございます。  

普段から各委員長や役員の方々とよく連絡を取らせて頂き、

不備の無いようサポートし、出席率に関しましてはファインを

きちんと徴収させて頂くことにより向上に繋がればと思います。 

 一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

ロータリー情報委員長 

  内田 幸洋 
高山西ロータリークラブの

活動計画書のトップページに

あるロータリーの網領は、英

語の原文と比較して妥当では

なく、また内容や表現が理解

しにくいとして、もっと理解しやすい平易な文章に変更され「ロ

ータリーの目的」と改訳されるとともに、全文の翻訳が見直さ

れました。 

2013 年に上記の通達があったものの本年も先のままに掲載さ

れてしまった事を反省するとともに、来期は正しく載せてもら

う事を切望します。 

 

 

職業奉仕委員長   

鴻野 幸泰 
副委員長：内田 幸洋さん、

委員：垂井 政機さん、蜘手 

康介さん、黒木 正人さんです。 

基本方針として「職業奉仕

について話し合う機会をより

多く作りだす」です。例会の時それぞれの会員の方々の職業奉

仕についての考えそして思いを発言し互いに語っていただきた

いと思います。それを踏まえて 4 月のゲストスピーチの時には

会員の皆さんの中から3～4人職業奉仕についてのスピーチをし

ていただきます。職場訪問については10月30日に行います。 
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国際奉仕・友好クラブ委員長代理 

  副委員長 平 義孝 
今日は、伊藤委員長が斐太高等

学校と県岐阜商の野球応援に岐

阜長良川球場へ行かれまし たの

で、副の平が報告致します。 

 

私たちの委員会は伊藤さん他3名です。基本方針は活動計画書

のとおりですが、今年度は我がクラブ50周年記念式典が10月4日

に決定しています。50周年記念委員長の脇本さん大変だと思い

ます。台北東海ロータリークラブからは 

33名位の式典出席の報告がきていますので、10月3日にひだホテ

ルに於いて歓迎晩餐会を計画しています。会員皆様のご協力を

お願いします。 

 

 

 

ロータリー財団委員長   

山下 明 
副委員長：新田 敬義、委員：脇

本 敏雄 

基本方針 

① R 財団への理解を深め、一人

150＄以上の寄付を募り、財団 

に寄与する。 

② ポリオ撲滅活動の推進 

主な活動 

① 会員より納入された特別会費を財団へ年２回送金する 

② ポリオ撲滅のため 一人１，０００円のお願い 

③ ロータリアンクレジットカードの登録推進 

④ 財団理解のための卓話を11月13日に予定 

⑤ ベネファクター １名 

以上 よろしくお願いします。 

 
 
 

米山奨学委員長   

挾土 貞吉 
副委員長：野戸 守、委員：田

中 正躬 

 基本方針 ・米山奨学事業につ

いての会員の理解を求める。 

・米山奨学会に対する支援に 

協力する。予算1万円。 

お願い クラブ活動計画書21ページ米山功労者名簿を見ていた

だき責任と自覚を持って自主的な喜捨をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
＜ニコニコボックス＞ 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 
本日は先週に引き続きクラブアッセンブリ―です。委員長の皆

様、よろしくお願いいたします。 

●内田 幸洋さん 

今年 7 月より総社の責任役員になりました。先輩の伊藤松寿さ

ん、ご指導よろしくお願いします。 

●井辺 一章さん 

夕べは寝ることなしに風邪にいじめられ一晩中咳で苦しみまし

た。今日はボーッとしております。 

●黒木 正人さん 

先週火曜日から 3 連休を挟み 8 日間の休暇を取りリフレッシュ

しました。前半の4日間は博多で述べ21時間のセミナー講師を

務めた後、後半は岡田さん米澤さんと共にスリリングな中国の

旅を満喫して来ました。来週は私が会員スピーチをします。ス

リリングな話を用意していますのでよろしくお願いします。 

●菱川 正臣さん､岡田 贊三さん､小森 丈一さん､田近 毅さん､ 

脇本 敏雄さん､阪下 六代さん､斎藤 章さん､山下 明さん､ 

田中 武さん､米澤 久二さん､門前 庄次郎さん､遠藤 隆浩さん､ 

下屋 勝比古さん､塚本 直人さん､井上 正さん､田中 晶洋さん､ 

新井 典仁さん､山下 直哉さん､黒木 正人さん､ 

斐太高校野球部、甲子園予選26年ぶりの準決勝進出。今日決勝

戦進出をかけて県立岐阜商と対戦です。ガンバレ斐太高校野球

部!!  
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