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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 

氷結の湖  蜘手 康介

高山西ロータリークラブ

 ＜会長の時間＞ 
1 月 16 日開催の、当クラブ新年家

族例会には会員の皆様、また奥様にも

御出席頂きましてありがとうござい

ました。また、二次会にも多数参加頂

き、親睦委員会に「御苦労さま」のお

言葉を頂き、盛りあがった後拭きができ感謝申し上げます。 

お陰さまで年度の後半を迎える事ができ、井辺・堺年度へバトン

が渡せるよう初心に戻り勤める所存です。一番気になっています会

員増強はクラブの最重要課題です。全員のご協力をお願い申し上げ

ます。 

さて、毎年年の瀬の風物詩として、京都清水寺でその年の世相を

端的に表す漢字一文字で「今年の漢字」が選出されます。「今年の

漢字」として漢字一文字が選ばれるのは、その一文字に意味がある

からです。2015年は「安（あん）」が選ばれました。安全保障の「安」、

テロへの不安の「安」、杭打ちデータは安全かの「安」、「安心して

下さい、穿いてますよ」の「安」、とにかく明るい安村の「安」な

どです。 

パソコンの仮名漢字変換で「アン」を変換すると、安全の安、暗

闇の暗、議案・法案の案、女優の杏、お菓子の叶匠寿庵の庵…など

が出てきますが、これらの漢字はそれぞれ異なった意味を担ってい

ます。だからこそ、漢字一文字を選ぶというイベントが成立するの

かもしれません。 

日本語は、その生い立ちから大きく3つに分けることができます。 

日本で生まれ育った「大和言葉」、中国から取り入れた「漢字」、さ

らに中国以外の国々から入ってきた「外来語」です。我々はこの3

つ「大和言葉」「漢字」「外来語」を普段は特に意識することなく使

って暮らしています。しかし、近頃では漢字や外来語に押され、大

和言葉はあまり使われなくなっているそうです。 

大和言葉とは、日本固有の言葉。平安時代に宮中で使われた雅な

言葉を指すこともあるが、一般には漢字と外来語を除いた物を指す

そうです。柔らかく美しい響きが特徴。例えば万葉集に収められて

いる歌はほぼすべてが大和言葉。『兎追ひしかの山』の「故郷」の

歌詞も大和言葉。「やま」「かわ」「ふるさと」は大和言葉。漢字で

表わすと、兎追いしかの山地（さんち）、小鮒釣りしかの河川（か

せん）、忘れがたき故郷（こきょう）となるのでしょうか…、なん

だかキツ言い方にとれます。 

平安時代から千年以上後の明治期に作られた唱歌もほとんどに

大和言葉が使われています。「おぼろ月夜」「浜辺の歌」「赤とんぼ」

などです。ではなぜ、人々の口に上がらなくなったのか。漢字が多

用されるようになったのか 

漢字が多用されるようになったのは明治以降。漢字には 

①意味が分かりやすい 

「会（かい）」を例に話しますと一文字では抽象的な様々な意味に

とれます。二文字の熟語になると「社会」「会社」「総会」「大会」

など具体的な意味になり、さらに三文字に増やすと「縦社会」「大

会社」など、二文字熟語よりさらに限定的な表現ができます。熟語

を構成することにおいて、便利で並んだ漢字で意味がわかります。 

②言葉を短く簡潔に表現する 

 頭に新（あたらしい）を付けると新しく「新発売」「新製品」 

頭に再（さい）を付けると繰り返し  「再発行」「再提出」  

③造語力があり、日本語の語彙を豊かなものにしている 

  例えば最近では「爆買い」などです。 

また、外来語も新しさ、見た目のおしゃれな感じが好まれ、ます

ます増えています。メールで済ませる事が増えましたが、仕事の場

面や手書きの便りに大和言葉をしたためたいものです。 

・「拝啓 益々ご清祥の事とお喜び申し上げます」 

⇒「日ましに春めいてまいりました。○○様には、いかがお過ごし

でしょうか」 

・「いつもお世話になっております」 

⇒「○○様には、日頃から何かとお心にかけていただき」 

・「時節柄、どうかご自愛ください。」 

⇒「くれぐれも御身おいたわりください」 

皆様も気に入った大和言葉を書きとめておいて、ひと色差すよう

なつもりで盛りこんでみてはいかがでしょか。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーエレクトより 

・2016年会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）のご案内 

日時 3月12日（土）点鐘 16：00 ～13日（日） 終了16：00 

 場所 ひだホテルプラザ 

◎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65回高山西ＲＣ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６日(日)  午前９時より 

会場  飛騨高山ビックアリーナ 

◎高山市教育委員会 学校教育課長より 

・高山市キャリア教育を考える会総会の開催について 

日時  ２月 １６日(火)   １３：００～１５：００ 

 場所  高山市役所３階行政委員会室 

◎ロータリー囲碁同好会日本支部より 

・『第１７回ロータリー国際囲碁大会』開催のお知らせ 

日 時 5月30日(月) 9:30開会式、18:30表彰式及び懇親会 

会 場 韓国・ソウルＲＩ国際大会会場ＫＩＮＴＥＸ内 

登録料 15,000円(昼食代懇親会費、賞品等含) 
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◎ガバナーより 

・国際青少年交換2016-2017夏期派遣学生再募集案内 

  派 遣 先  カナダ、アメリカ 

  選 考 日    ３月６日(日) じゅうろくプラザ 

  内定通知  ３月下旬。推薦クラブ会長宛に通知する 

回答期限  ２月２６日(金)必着 

◎飛騨高山国際協会事務局より 

・高山市人権講演会の開催について（ご案内） 

日時    ２月１３日(土)   13：30～15：30 

 場所    高山市文化会館 小ホール 

演題・講師 「多文化共生の地域づくり」 土井 佳彦 氏 

＜例会変更＞ 

高    山 … 2月11日（木）は、建国記念の日により休会 

3月31日（木）は、定款第6条第1節により休会 

高山中央 … 2月 1日（月）は、節分例会のため 

19：00～ 山陣 に 変更 

       2月29日（月）は、定款第6条第1節により休会 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ(会報)、不破ＲＣ(創立45周年記念誌、会報)、 

高山市文化協会（広報高山の文化）、ＲＩ日本事務局「財団室 

ＮＥＷＳ」、「(財)米山記念奨学会｢ハイライトよねやま190｣、ＲＩ 

「ロータリーリーダー2016年1月号」「ロータリーグローバル 

リワード」 

 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 34名 － 34名 41名 82.93％ 

 

 

＜本日のプログラム＞     今月のお祝 
◎会員誕生日  (当日欠席) 新田 敬義  １．１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左より 

古橋 直彦、 井辺 一章、 蜘手 康介、 米澤 久二 

１． ９  １． ３  １．３１  １．１０ 

◎夫人誕生日 

  田中  武   文子 さん     １． ６ 

    鍋島 勝雄   正子 さん     １． ２ 

    米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

  門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

  堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

  垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

  住田 泰典   理恵 さん     １． ６ 

 

◎結婚記念日   

 

伊藤 松寿    

Ｓ４７．１．１１ 

 

(当日欠席) 長瀬 達三 

    Ｈ１４．１．３０ 

  

◎出席表彰   (当日欠席)    鴻野 幸泰      ２年 

左より 

阪下 六代  小森 丈一   内田 幸洋    門前 庄次郎 

２７年        ２３年     １５年          ９年 

        

◎在籍周年記念表彰 

    

山下 明    

３０年 

      

 

 

◎３ヶ月表彰 

 ・内田 幸洋 ・鴻野 幸泰  ・小森 丈一  ・斎藤 章 

 ・阪下 六代 ・挟土 貞吉   ・古橋 直彦  ・門前 庄次郎 

 

 

会計中間報告 
上期での会員退会における会費

収入減少、関係各所の周年行事

参加等にかかわる交際費支出の

２点以外の項目については、お

おむね予算通りとなっておりま

す。 

 

クラブアッセンブリー        

Ｓ．Ａ．Ａ  蜘手 康介 

SAAの蜘手です。 

基本方針としましては、「高

山西RC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。」です。 

昨年末に副 SAA でありました

脇本さんの退会という大事件が

ありました。精神的支柱を失った心細そさはありますが、米澤

さん、大村さん、中嶋さん、住田さんというメンバーでチーム

ワークよく残り半期の責務を全うしていきたいと思います。 
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計画としては、2月5日に担当例会があり、ゲストに金子一義

衆議院議員秘書の下田学氏にスピーチをお願いしてあります。 

頼りない SAA ではありますが、今後ともよろしくお願い致しま

す。 

 

クラブ奉仕委員長 

門前 庄次郎 

クラブ奉仕委員会です。委

員長に私門前、副委員長に田

近毅さんにやって頂いていま

す。この委員会は当クラブの

会務委員会の委員長で構成さ

れていますので、其々の委員

長さんにメンバーとなって頂いております。 

 各委員会の活動が、活発に充実して行えるよう連携を取り、

出来る処で補佐をさせて頂きながら、行っています。 

 さる７月 30 日に関連委員会の委員長会議を行いました。会

長・幹事にも出席頂き、各委員会の役割・やらなければいけな

い事など皆さんに意見を頂いて、今年度の活動内容の確認を行

いました。 

 これから下期になりますので、今後の活動を再確認させて頂

くために2月に各委員長会議を行いたいと思っています。 

 また、５月に担当例会を予定されていますので、講師をお呼

びし、卓話をお願いしたいと思っています。残り半年間宜しく

願いします。 

 

 

会報委員長 

塚本 直人 

今年度もスムーズに会報の発

行ができるように、速やかに

原稿の提出（電子版）をお願

いします。 
１２月１１日の担当例会では

中日新聞高山市局長の嶋津様をお迎えし「ノーベル賞報道の舞

台裏」について講演いただきました。日頃は縁のない取材報道

について勉強する良い機会となりました。期末まで滞りなく会

報を発行します。 
 

 

ニコニコ委員長 

      田中 晶洋 

ニコニコボックスの前期は、

途中からあいのりテーマを掲

げてニコニコボックスに簡単

に参加頂けるようにしたのが、

好評を頂きましてまずまず順

調に来ておりますが、本日時点での金額は、前年比で90％程度

となっております。 

基本方針として、「日常の中でうれしかったこと、感動したこ

と、感謝の気持ちだけでなく、つらかったこと、悲しかったこ

とも仲間と分かち合うことで喜びにかえ、楽しい例会になるよ

う努める。」とありますように、どんなことでも参加いただける

よう後半も頑張ってまいりますので宜しくお願い致します。 

 

雑誌・広報委員長 

      山下 直哉 

毎月、第一例会に雑誌の紹

介をさせていただいています。 

委員長になって雑誌を深く読

むようになり全国のロータリ

ークラブの活動を知るように

なり、大変よい機会を与えて

いただけたと感謝しております。上期は予定どうり雑誌の紹介

が出来ました。 

下期は２月の担当例会に株式会社ブレスの細井氏に卓話をいた

だく予定になっております。よろしくお願いします 

 

 

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。  

１1 月２０日の担当例会では地区委員長の堀塲巖さんをお招

きし卓話して頂きました。例会に先立ち、前日には古橋会長、

遠藤幹事、田近選考委員長と入会５年未満の会員を対象とした

懇談会を開催致しました。若手会員からの素朴な疑問にもご回

答頂き、大変意義のある会となったと確信しております。その

中でも「会員増強と出席率UPに王道は無い」ときっぱり言われ、

心新に会員増強に取り組んでいく所存です。 

 

 

インターアクト委員長 

     下屋 勝比古 

基本方針 

１、地域社会へのボランテ

ィアを始めとする世局的

な奉仕活動の支援をする。 

２、国際理解協力を深める

ため他国や外国人との交

換・交流活動の支援をする。 

上記に合わせて、年度の予定の事業はすべて消化しました。 

5月17日四日市市においての教師部会に飛騨高山高校インタ

ーアクト部荒川顧問とともに参加。7月12日には飛騨地区研修

会を下呂市星雲会館にて開催され、斐太高校IAと共に移動「ボ

イスフィットネス」について勉強した。その夜ホストクラブ「高

山 RC」と当クラブ会長・幹事、両学校長・部顧問らと懇親会を

開催した。 

海外への派遣事業（韓国）へは、残念ながらMARSの影響で中

止となった。 

地区年次総会は、関市で行われ副委員長に送迎をお願いし無事

事業は完了した。 
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＜ニコニコボックス＞ 

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん 

新年家族例会、大変楽しいものになりありがとうございました。 

親睦委員の皆様大変御苦労様でした。また今年度も後半になり

ました。あいかわらずよろしくお願いします。 

●伊藤 松寿さん、門前 庄次郎さん、垣内 秀文さん 

1月16日に行われた新年家族例会、井上親睦委員長をはじめ親

睦委員の皆さんにはとても素晴らしい企画運営で大いに楽しむ

事が出来ました。大変ありがとうございました。 

●平 義孝さん 

新年家族例会で暦で傘寿のお祝いに花束を戴きありがとうござ

いました。心ばかりをニコニコへ。 

●鍋島 勝雄さん 

新年家族例会、楽しい一夜をありがとうございました。また古

希の花束をいただき家内が感謝しておりました。古希とはよく

ぞここまで生きたと思っております。 

●斎藤 章さん、田中 正躬さん  

新年家族例会では大変楽しませていただきました。皆様ありが 

とうございました。また古希のお祝いに素敵な花束を戴き有難 

うございました。 

●小森 丈一さん 

①新年家族例会、楽しませていただき親睦委員会の皆様ありが 

とうございました。 

②久々に『友』の俳壇に載りましたので。 

●住田 泰典さん 

妻の誕生日に花束をありがとうございました。 

●田邊 淳さん 

今頃ですが、新年明けましておめでとうございます。本年がク

ラブおよびメンバーの皆様にとって良いい一年でありますよう

に。新年会は都合で欠席しまして申し訳ございませんでした。

大変残念でした。 

●田中 晶洋さん 

長女がめでたく成人式を迎えました。成長が嬉しくもあり寂し

くもありますが、次女の成人まであと 3 年ありますので、もう

少し子育てを楽しみたいと思います。 

●折茂 謙一さん 

高山市在住で 6 人目出産家庭に高山西ロータリークラブから毎

月10万円補助金を出す案はどうでしょう？少子化対策になるし

40年後のロータリアン育成にもなります。 

●菱川 正臣さん 

西クラブの皆様へ。本来、皆様の前で退会の挨拶をさせて頂く

のが恒例ですが本文でお許し下さい。西クラブには30年の長い

間お世話になりました。心よりお礼申し上げます。ささやかで

すがお礼の品をお届けします。ご笑納下さい。西クラブの益々

の発展を祈ります。 
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