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お祝い・役員挨拶  

 

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   井辺 一章 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     田中  晶洋  

                               

 

   人類に奉仕するロータリー 

ささゆり群生  田中 晶洋 

高山西ロータリークラブ

＜バッヂの交換＞ 

＜会長の時間＞ 
本日の会長の時間は、後ほどの挨拶に替えさせていただきます。 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 
 ・2016～2017年度委嘱状 

地区幹事  小森 丈一 様 
地区広報 
・ＩＴ部門委員会委員長  

伊藤 松寿 様 
地区ＩＡ部門委員会委員 

塚本 直人 様 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・７月のロータリーレート変更について（現行１１０円）    
１ドル １０６円→ １０２円 

イギリスのＥＵ離脱による大きな市場変動のため 
◎ガバナーより 
 ・｢平成28年熊本地震｣義捐金送金のご報告 
     4,716,907円を第2720地区（熊本・大分） 

「ロータリー熊本地震総合支援室」へ 
◎ガバナーより 
・国際青少年交換2017-2018夏期派遣学生募集案内 

   派 遣 先  アメリカ、カナダ、フランス、オーストラリア、ノル 

ウェー、ニュージーランド等 

資  格  ロータリークラブの推薦する男女高校生(願書提 

出時在学中で中学3年生、高校1年生･2年生の者) 

で、学業成績は平均以上、なるべくクラスの上 

位3分の1以内の者、日本国籍を有する者 

   期  間  ２０１７年８月より1年間 

   選 考 日    １０月２日(日) ホテルグランヴェール岐山  

選考内容  小論文、英語筆記試験、一般常識試験、面接、その他 

内定通知  １０月中旬。推薦クラブ会長宛に通知する 

回答期限  ９月１６(金)必着 

 

◎高山市市民活動推進課長より 
・高山市男女共同参画講演会の開催について（ご案内）・ 

日  時   ７月２３日(土) １３：３０～１５：００  
    会  場   高山市民文化会館   ３階講堂３－１１ 
◎高山市民憲章推進協議会より 
・乗鞍岳の自然環境保全事業開催のお知らせについて 

「平成２８年度乗鞍岳外来植物除去作業ボランティア募集」 
日  時   7月7日(木)、8日(金)、20日(水)、25日(月) 8：30～16：35  

     集  合   ほうのき平スキー場駐車場 
  「２０１６乗鞍環境ウォーキング」 

日  時   7月30日(土) 9：15丹生川支所集合16：30解散 
     コース   登山（山頂）コースor トレッキング（お花畑）コース 
   参加料   大人 1,000円／ 子供500円（弁当代・バス代・保険料込） 
   申 込   7月20日までに乗鞍環境ウォーキング実行委員会まで 
◎飛騨高山文化芸術祭実行委員会より 
・飛騨高山文化芸術祭こだま～れ2016｢根付展覧会｣開催のご案内 

日 時   6月24日(金)～7月3日(日) 9：00～19：00  
    会 場   飛騨高山まちの博物館２階美術展示室 
◎高山市都市提携委員会より 
・市制施行80周年記念事業 松本市民ツアーの開催について（ご案内） 

日 時  8月11日（木・祝） 9：00～23：00 
    内 容   松本城等観光～サッカー｢松本山雅ＦＣvcＦＣ岐阜｣観戦 

参加料  大人 8,500円／ 子供 6,000円（チケット代・バス代・昼・夕食代込） 
   申 込  7月8日までに高山エース旅行センターまで 
◎高山市海外戦略課より 
・駐タイ日本国特命全権大使による講演会のご案内 

日  時   ７月８日(金) １６：００～１７：３０  
    会  場   岐阜グランドホテル西館２階 月の間 

＜受贈誌＞ 
ＲＩ日本事務局（財団室NEWS、寄付・認証ロータリークラブ 
の手引き2016-2017年度版）、地区Ｒ財団部門（ＲＩ第２ゾーン 

ロータリー財団ニュース）、）地区ロータリー財団部門委員長(学 

友だより第５号)  

 

 

 

＜出席報告＞ 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 32名 0名 32名 43名 74.42％ 

本日 32名 － 32名 39名 82.05％ 
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＜本日のプログラム＞     今月のお祝 
◎会員誕生日 （左より） 

大村 貴之、 阪下 六代、小森 丈一、平 義孝、田中 正躬、門前 庄次郎 

７．２６、７．１１、７．２０、７．２、７．２８、７．２２ 

 

（当日欠席）岡田 贊三  ７．２５、 田近  毅 ７．２６ 

 

◎夫人誕生日  (当日、ご自宅に花束をお届け) 

     高桑 光範  ゆかり さん   ７． ３ 

 

◎結婚記念日  

     なし 

 

◎出席表彰 

  斎藤    章  

２６年 

  古橋 直彦   

３年 

  

 

 

◎在籍周年記念表彰 

  阪下 六代     

３０年 

 

 

◎３ヶ月表彰 

 内田 幸洋、 小森  丈一、 斎藤 章、  堺 和信、阪下 六代、 

  挾土 貞吉、古橋 直彦、門前 庄次郎、 

 

 

◎昨年度ニコニコボックス年間表彰  

 前年度ニコニコ委員長 

        田中 晶洋  
前年度ニコニコＢＯＸの表彰をさせ

ていただきます。ニコニコＢＯＸの投函

件数の上位 3 名と表彰ファインも含め

た金額の上位3名を表彰させて頂きます。なおニコニコ委員長、

副委員長と会長幹事は除かせて頂きますのでよろしくお願い致

します。 
まず投函件数です、1位田近毅さん、第2位伊藤松寿さん、第

3位垣内秀文さんです。伊藤さんと垣内さんは同率だったのです

が喜捨金額で伊藤さんが多かったので2位にさせて頂きました。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
次に金額ですが 1 位内田幸洋さん、第 2 位斎藤章さん、第 3

位平義孝さんです。平さんと田中武さんが同率 3 位だったので

すが純粋なニコニコＢＯＸの喜捨金額で平さんが 3 位とさせて

頂きました。 
以上前年度のニコニコＢＯＸの年間表彰でした。ありがとう

ございました。 
 

 

役員あいさつ 

副会長  遠藤 隆浩 

創立 50 周年を前,年に終えて

今年は高山西ロータリークラブ

にとっていろいろな意味で重要

な年になると思います。副会長

として微力ながら井辺会長、堺

幹事を支えていきたいと思いますし、またいろいろと学ばさせ

ていただきたいと思います。 
 一年間、よろしくお願いします。 
 

副幹事     鴻野 幸泰 

本年度副幹事を務めさせてい

ただきます。堺幹事を見習いな

がらしっかりと幹事の役割を勉

強させていただきますので、会

員皆様方のご指導をよろしくお

願いいたします。 
 

会長エレクト    米澤 久二 

井辺会長、堺幹事の背中を見

ながら一年間勉強させていただ

きます。最近思うのはこの一年

間は勉強の期間だけでなく、も

うすでに活動がスタートしてい

ると言うことです。 
皆さまどうぞ、よろしくお願

いします。 

投函件数２位 伊藤松寿さん   ３位 垣内秀文さん 

投函金額件数表彰（左より） 

２位 斎藤 章さん、１位 内田 幸洋さん、３位 平 義孝さん
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幹事    堺 和信 

１年間、幹事を務めさせてい

ただきます堺です。よろしくお

願い致します。 
３月頃より本年度の各委員会

の副委員長・委員を選定し委員

会名簿を作成しておりましたが、

その後毎月のように退会者があ

り、苦労しながら最終的に決定したのが６月の初旬でした。 
予算につきましても、３９名の会員数からの予算組というこ

とで、これまで通りの事業を行おうとするとどうしても収入不

足で、会計の伊藤さんと検討し特別会計積立金より補正し予算

立てをさせていただきました。 
荒波の中へいきなり船出をしたような状況ですが、井辺丸が

無事に目的の港にたどり着けるように補佐をしていきたいと思

います。皆様のご協力よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長   井辺 一章 

平成 28 年、平成 29 年と会長を務めさせていただきます井辺

一章です。幹事は堺 和信さんに務めていただきます。入会は、

平成10年7月で18年になりました。 

このクラブの問題点は出席率の悪さかと思います。昼食も時

に残ったり、なんと言うことでしょう。私の場合、11 月頃手帳

を手にしたら一年分、毎金曜日に WRC と書きこみます。もし、

変更があれば書き直すようにしております。 

今月からは、ロータリーの予定をまず入れていただき、行動

に移してほしいと思います。何とか一年に 10 回くらいの 100%

出席を望みたいと思います。 

一年間ご指導よろしくお願い致します。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●井辺 一章さん、堺 和信さん 

本日より１年間高山西ロータリークラブの会長・幹事を務めさ

せていただきます。まず第一に１名でも多くの会員増強を目指

しておりますので、皆様方のご協力をお願いいたします。 

●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん、遠藤 隆浩さん 

井辺会長、堺幹事、いよいよですね。早く早く出航と思ってお

られたと思いますが、ようやく始まりますね。私共三人はお二

人の背を見ながら勉強させてもらいます。 

●古橋 直彦さん 
井辺会長、堺幹事さん、いよいよスタートですね。一年間大変

でしょうけど頑張って下さい。 

●挟土 貞吉さん 

①７月1日今日から法務省主導による犯罪や非行の無い「社会 

を明るくする運動」月間です。｢愛の一声｣で安全で安心な町、 

高山にしましょう。ご協力を…高山保護区保護司会（挾土 貞 

吉、長瀬 達三より）。 

②井辺・堺丸の船出、期待しています。頑張って下さい。 

●小森 丈一さん 

①井辺・堺丸がいよいよ動き出しましたね。活気ある一年であ

ることを願っています。また剱田ガバナー年度のコ・ホスト

クラブとしても協力をお願いします。 

②10/22,23 日、文化会館での地区大会には全員参加をお願いし

ます。 

③本日は誕生祝いを頂きありがとうございました。早めに御礼

を言うと良い品がもらえるそうです。 

●田中 正躬さん 

いよいよ井辺丸の船出となりました。堺さん共々楽しい一年で

ある事を願っています。職業奉仕委員長をさせていたただきま

すが、至らぬ所よろしくご指導願います。まずは船出おめでと

うございます。 

●塚本 直人さん 

本日から新年度に入りました。井辺会長堺幹事、今年度よろし

くお願いします。青少年育成の担当として出前講座を開催する

予定でおりますので、クラブの皆さんにもご協力をお願い申し

は上げます。素晴らしい年度になります様に!!  

●高桑 光範さん 

大垣共立銀行の高桑です。赴任してまだ 1 ヶ月余り、ロータリ

ークラブも初体験、皆様方に多多ご迷惑をおかけすると存じま

すが、何卒ご指導賜りますようよろしくお願い致します。 

●伊藤 松寿さん、平 義孝さん、山下 明さん、阪下 六代さん、 

内田 幸洋さん、斎藤 章さん、田中 武さん、門前 庄次郎さん、 

垣内 秀文さん、向井 公規さん、下屋 勝比古さん、大村 貴之さん、 

山下 直哉さん、田邊 淳さん、黒木 正人さん、杉山 和宏さん、 

大村 貴之さん 

祝、井辺 一章会長・堺 和信幹事!!井辺・堺丸の出航をお祝い

申し上げます。一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月3日(日)、毎年恒例となった旧会長幹事慰労・新会長幹事激励

のゴルフコンペが飛騨高山カントリークラブにて、表彰式・懇親会

が桃園にて行われました。 新旧会長幹事への花束贈呈 

今年のコンペ優勝者 蜘手さん → 


	7-1
	7-1会員

