
                                       No.2448 例会平成 28 年 7月 8日 

決算・予算報告・国際大会報告 
 

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

＜会長の時間＞ 
前回の 7 月 1 日、2016-2017 年度

第 1 例会において資料を失くし帰っ

てみれば自分のデスクの下に落とし

ており、米澤エレクトはじめ皆様に

大変ご迷惑をおかけ致しました。申

し訳ございませんでした。 
今日は高山の「めでた」につながるエピソードをひとつ。私

は昭和41年に高山へ出向となり、トラックに荷を積んで朝出発、

夕方高山へ着きました。歓迎会を受け、はじめて「高山めでた」

を聞き、その゛ゆっくり゛さと、内容にびっくりしました。神岡

には「みなと」という祝唄がありますが、今では『めでためでた

の若松様は枝も栄えて葉も茂る』「高山めでた」が良い歌だと思

っております。 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎高山市ソフトミニバレーボール選手会、 
高山市体育指導委員会より 
・第66回高山西ロータリークラブ杯争奪 

高山市ソフトミニバレーボール大会について 
日時  ８月 ７日(日)  午前９時より 
会場  飛騨高山ビックアリーナ 

＊開会式にてご祝辞を賜りたくお願い申し上げま
す 
◎ガバナー、地区大会実行委員長より 

・2016-2017年度地区大会事務所開設のご案内 
  〒506-0011 高山市本町1-2飛騨信用組合本町サテライト出張所３階 
   TEL    0577-57-8210   FAX  0577-36-148 
      E-Mail  1617@taikai@rid2630.org 

◎ガバナーエレクトより 
・第2630地区2016-2017ガバナーエレクト事務所開設のご案内 
  〒518-0823  伊賀市上野丸之内57－24 センタービル３Ｆ 
  TEL    0595－41－2631      FAX  0595－41－2632 
    E-Mail  1718@rid2630.org     執務時間  9:30～16:00 

◎前ガバナーより 
・２０１５～２０１６年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

   ８月末日まで直前ガバナー事務所として稼働 
＜例会変更＞ 
高  山 … 8月 4日（木）は、納涼ゆかた例会のため、 

18：30～ 恵の久 に変更 
       8月11日（木）は、法定休日（山の日） のため、休会    

 
高山中央 … 7月18日（月）は、法定休日（海の日） のため、休会 

8月 8日（月）は、「親子で体験教室」のため 
          6日（土）12：00～ 高山工業高校 に変更 

8月15日（月）は、定款第６条第１節により休会 
8月22日（月）は、納涼浴衣例会のため  

19：00～ 山陣 に 変更 
＜受贈誌＞ 

(社)高山市文化協会（広報高山の文化）、(財)比国育英会バギ 

オ基金（バギオだよりVol.55） 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞     決算・予算報告 

50周年記念事業出納長  

米澤 久二    

11月の段階で入金となってい

なかった補助金や、支出の済ん

でいなかった記念誌代金等、最

終決算報告させていただきます。 

会員皆様の多大なるご協力、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際大会報告 

     伊藤 松寿  
本日は、井辺会長、堺 幹事

のご要請により「ロータリー国

際大会 in ソウル」と題してお

話しすることとなりました。充

分なお話もできないと思います

が、食後のひととき、お付き合

いをお願いたします。 

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 31名 － 31名 39名 79.49％ 

2015-16年度幹事 遠藤 隆浩     2016-17年度会計  伊藤 松寿

前期は当初予定通り、特別会計を取り崩し500周年記念事業および

友好クラブ歓迎例会を行いました。 

今期は会員減少による会費収入の落ち込みにより、特別会計より本

会計に繰入を予定しております。 



例 会 報 告  

人類に奉仕するロータリー 

 
 当高山西クラブからは、私たち夫婦と塚本直人ご夫妻の４名

が出席をいたしました。高山ロータリークラブからは、桑月 心

パストガバナーご夫妻とご令嬢の３名が参加されました。高山

中央ロータリークラブからは、剱田広喜ガバナーご夫妻、伊藤

正隆地区代表幹事、地区大会実行委員長 島 良明さん、地区

幹事の三枝祥一さん、清水幸平さんの６名出席ということで、

高山方面からは１３名の大会参加となりました。 

 ソウルのお話の前に、少し寄り道をさせていただきます。 

先般、私、当クラブ在籍40年の表彰受け、記念品までいただい

てありがとうございました。ただ、国際大会というと、なかな

かヒマ財のかかることなので、気軽にでかけていけるものでは

ないと思います。 

  因みに今後の国際大会の開催予定を申し上げますと、来年

2017年はアメリカ・ジョージア州アトランタ、2018年は、カナ

ダ・トロント、2019年は、ドイツ・ハンブルグ、2020年は、ア

メリカ・ハワイ州ホノルル、2021年は、台湾の台北市、2022年

は、アメリカ・テキサス州ヒューストンとなっております。で

きれば、以上の中のいくつかには参加いたしたいような気がし

ております。 

 振り返ってみますと、私たち夫婦が最初に国際大会にでかけ

たのがアメリカ・イリノイ州のシカゴ大会でした。鍋島道雄・

雅子の姉夫婦に誘われて行ったのですが、どうせ行くのならヨ

ーロッパまで足を延ばそうということになり、アムステルダム、

パリ、ロンドンを経て大西洋を横断しシカゴへまいりました。

当時、RI 本部は、シカゴにあり、事務総長室などを拝見いたし

ました。高層ビルのジョン・ハンコック・センターの雄姿がま

だ記憶に鮮明にのこっております。 

 次に行ったのは、私が第31代の会長のとき、当時、幹事をし

ていただいた挟土貞吉さんとその年の国際奉仕活動の目玉とし

ていたのが、カナダのカルガリ大会参加でした。アンカレッジ

経由でバンフに入り、その後カルガリへまいりました。バンフ

では、カナディアンロッキ－を楽しみ、ナイアガラ瀑布につな

がるスペリオル湖では、透き通ったエメラルドグリーンに感嘆

し、ホテルのすぐそばは、マリリンモンローが主演した映画「帰

らざる河」の舞台となったところでした。しかし、カルガリも

もう20年前のことになります。 

 そのあとは、当クラブからも多数参加なさった「大阪国際大

会」でした。大会の前泊は京都で、八坂神社の散策を経て、祇

園に繰り出し、お茶屋さんで舞妓・芸妓さんたちとともに京都

の夜を満喫しました。大阪の大会に参加したことは、確かなの

ですが、どうもその記憶が欠落しています。 

 約７年前は、イギリスのバーミンガム大会に夫婦で参加しま

した。三重県、伊勢ロータリークラブの岩本 忠ガバナーのと

きだったと思います。由良パストガバナー夫妻、竹腰パストガ

バナー夫妻、田中稔子パストガバナーなどガバナー経験者の

錚々たるメンバーの中に紛れ込んだ感じで二人とも大変緊張し

ました。が、皆さん、気さくでとても良い方ばかりでした。バ

ーミンガム大会の登録及び参加のあとは、イングランドの小旅

行ということになりました。サッカーのマンチェスター・ユナ

イテッドのスタジアムの見学、ビートルズ発祥の地リヴァプー

ルにも出かけました。その後、イギリスの最も美しい村といわ

れるコッウォールズ、また、ピーターラビットの絵本作家ビア

トリクス・ポターの家や、詩人ワーズワースなどで有名な湖水

地方のウィンダミアへまわり、最後の２日間は、ロンドンで過

ごしました。私と家内は、少しだけ団体行動から離れ、地下鉄

に乗って「テート・ミュージアム」ヘ私の大好きなラファエル

前派の画家、ダンテガブリエル・ロセッティーの絵を鑑賞にい

きました。 

 さて、いよいよソウル大会であります。ソウル国際大会は 5

月28日から6月1日までの5日間に亘りソウル特別市の北東に

隣接する京畿道高陽市の KINTEX（ Korean International 

Exivision Site の略で東京のビッグサイトのような国際展示

場 ）で開催されました。全世界、国内外から約5万人のロータ

リアンとその家族、関係者が集いました。私たちは5月29日か

ら5月31日までの2泊3日で、でかけてまいりました。今回、

全行程、田邊さんのところの「高山エース旅行センター」にお

世話になりました。誠にありがとうございました。 

大会テーマは、「ロータリーの感動、世界を韓国へ」（Connect 

with Korea-Touch the World）でした。行き帰りは、アシアナ

航空を利用しました。セントレアからソウル郊外のインチョン

（仁川）空港に到着後、KINTEXに向かいました。会場に着くと、

私たちは、大会登録をしました。また、信任状の投票もおこな

いました。会場には、多くの建物があり、移動には、空港によ

くある「動く歩道」が設置されていて利用させてもらいました。

「友情の家」（友愛の広場）は、ある建物内に設置されていまし

たが、外でもビールその他の飲み物や食べ物が提供されており、

まずはビールでのどをうるおしました。 

 あまりに会場が広いため、迷子にならないように注意してい

たのですが、私と中央クラブの清水幸平さんと「ぜひ大会本会

議を見学しよう」ということで、ふたりだけで本会議場に向か

いました。ちょうど、その時は、ジョンFジャームRI会長がお

話をされていました。当日は、国連事務総長のパン・ギブン氏

の発言もあったようです。私たちは、はるかかなたで演説され

ているジャームRI会長の話を大型スクリーンで拝聴しておりま

した。 そのあと、明洞（ミョンドン）近くのロワジールホテ

ルにチェックインし、夜は、世宗（セジョン）ホテルで開催さ

れた岡田信春ガバナー主催の「ガバナーナイト晩餐会」に出席

しました。参加者は、岡田ガバナーの出身母胎である「鈴鹿シ

テイロータリクラブ」43 名をはじめ「鈴鹿ロータリクラブ」23

名やパストガバナー、地区委員長、さらに「高山勢」を加え100

余名にもなる大晩餐会でした。私たち高山勢力は、会場の演壇

上に正座をし、「目出度」の披露をさせていただきました。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●井辺 一章さん、堺 和信さん 
本日は、前年度決算告と本年度の予算報告です。会員数が激減
し予算を立てるのに大変苦労しました。よろしくお願い致しま
す。後半はご無理をお願いしまして 5 月にソウルで開催された
国際大会に参加された伊藤松寿さんに報告をして頂きます。 
●古橋 直彦さん 
本来ですと前年度会計の鍋島勝雄さんがすべきですが退会をさ
れましたので、前年度幹事の遠藤さんより 2015-16 決算報告を
させていただきます。ご了承願います。 
●伊藤 松寿さん 
本日は会計として本年度予算につきご報告をさせていただきま
す。なお残りの時間をソウル国際大会報告とするよう井辺会長
より依頼されました。よろしくお願い致します。 
●高桑 光範さん 
7月3日、家内の誕生日に素敵な花束を贈って頂きありがとうご
ざいました。とても喜んでいました。 
●田邊 淳さん 
飛騨地域通訳案内養成講座の募集を行っています。資格を取れ 
ば飛騨地区の観光案内が行えると共に飛騨の歴史文化を再発見 
するチャンスです。チラシをボードに貼りますので興味ある方、 
友人知人のご紹介をお願いします。申込はwebからとなります。 
●遠藤 隆浩さん 
先だっては会長幹事慰労会ありがとうございました。お陰様で
一段落しました。今年もよろしくお願いします。  
●大村 貴之さん､内田 幸洋さん、垣内 秀文さん、黒木 正人さん、 
鴻野 幸泰さん、田中 晶洋さん、田中 武さん、田中 正躬さん、 
米澤久二さん 

7月3日会長幹事慰労激励ゴルフコンペおよび懇親会、ありがと
うございました。おいしいお酒とお食事・お土産もいただき一
年間会長幹事を盛り上げ頑張りましょう。 
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