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   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＞ 
会長の時間でどのような事をお話し

したら良いか思案している際、ふと手に

取った本で自分も改めて関心を持った

内容について、皆さんにお話ししていこ

うと思います。しばらくは『知恵薬になる食材・野菜』という本か

らの紹介です。 
この本で最も考えを新たにしたのが「大根」に関してでした。水

分ばかりかと思えば、胃もたれ・胸やけ・冷え性・熱・頭痛・便秘・

鼻づまりに効き目がある、私達の胃腸を守ってくれる「自然の消化

薬」なのだそうです。 
そして「長ネギ」はツンと鼻にくる独特の臭いが、解熱・発汗・

冷え性・鼻づまり等々に効き目があり「自然の風邪薬」とも呼ばれ

ます。「長ネギ」たっぷりの味噌汁を飲んで風邪を寄せ付けない身

体でありたいものです。 
 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 

・ガバナーノミニー（2018-19年度ガバナー）決定宣言 

木村 静之   所属クラブ   岐阜加納ロータリークラブ 

◎高山ロータリークラブ より 

 ・高山5クラブ親善ゴルフコンペのご案内 

日   時   9月18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   ホテルアソシア高山リゾート  18：30～  

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

申込締切     8月26日(金) 

◎ロータリー囲碁同好会より 

・『第15回ロータリー全国囲碁大会』開催のお知らせ 

日  時  10月15日(土)  10:00開会式 16:00表彰式 

会  場  日本棋院会館本院  (東京・市ヶ谷)６Ｆ対局場 

   主  催  ロータリー囲碁同好会日本支部 

共  催    第2580、2750両地区     ホスト 東京ＲＣ 

登録料  7,000円（昼食代、賞品等含む）   

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ（活動計画書）、可児ＲＣ（活動計画書）、関ＲＣ（活 

動計画書）、不破ＲＣ（会報活動計画書）、多治見西ＲＣ（創立 

50周年記念誌）、米山記念奨学会(ハイライトよねやま196) 

 

＜出席報告＞ 

＜本日のプログラム＞     ガバナー補佐訪問 
 

濃飛グループ 

ガバナー補佐 

原 明治 様 

 

皆さんこんにちは。た

だいまご紹介いただき

ました、ガバナー補佐の

原でございます。体調

100パーセントでござい

ませんので何かとお聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

先ほど会長の方からお話されました、食材の件で少しお話しさせ

ていただきます。今私も健康食品を飲んでいますけれども、2,500

年前にヒポクラテスは「汝の薬は食事なり、汝の治療は食事なり、

汝の食事で直せないものは医者でも治せない。」と言っています。 

食材というものを今日までは軽く思っていましたが、今日は大根と

ネギのことがよくわかりました。私も畑を作っておりますが、医者

からもう少し痩せなさいと言われまして努力しましたら思った以

上に痩せまして、今も他の形で継続しております。 

今回ガバナー補佐をこのような大役を拝命し、この責務の重大さ

に混迷をしている次第であります。このクラブにもガバナー補佐の

経験者の方が見えますが、皆さんは余裕を持ってやって見えたと思

います。私にはそういった方々のご苦労がよくわかります。 

昨日から高山に来まして、この高山の歴史と文化そして飛騨の匠

として日本の各地にこの地方のことが知られています。その中の高

山西ロータリークラブを今回訪問としてお邪魔いたしまして、昨日

は高山ロータリークラブでした。活動計画書を数日前にいただいて

昨夜、目を通させてもらいました。初代から始まり52代の会長さ

んがお見えになると思います。いろいろな例会に私もお邪魔してお

りますけれども、こちらのクラブのような参加人数は近隣ではあま

り見られません。それだけ会長さん幹事さん各委員長、委員さんが

がんばっておられるのだと思います。 

今日会場に来まして清々しいというか皆さんのお顔を拝見し、ま

た会長のたくましく貫禄のあるお姿を拝見し安心感を得ました。貫

禄のある会長にリーダーシップをとっていただく皆さんは幸せだ

と思いました。 

このロータリークラブの創設者ポール・ハリスですが、彼が、ア

メリカの青年弁護士が飛ばした1本の矢が今日、アメリカ全土より

国境越えて全世界そして855番目に日本に東京ロータリーとして

誕生しましたが、その奉仕の精神が地域社会を動かしてロータリー

とはなんぞやというものを社会に日本全土に広めたと思います。高

山西ロータリーさんもその中のクラブです。我がロータリー可児ク

ラブもその一つです。ロータリークラブは奉仕活動で運営されてい

ます。ガバナーの剱田さんは去年のセミナーから、ＰＥＴＳ、地区 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 32名 2名 34名 39名 87.18% 

本日 29名 － 29名 39名 74.36％ 
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協、会長幹事懇談会でもこう言ってみえます。「クラブの会員

増強をしなければ、クラブ運営は厳しい、ホームクラブ例会に

出席することこそがクラブの向上につながる」と。 

後先になりましたが、今年もここに掲げてありますRI会長、

ジョン・ジャームさんは「人類に奉仕するロータリー」と言わ

れています。私も父親に早くに旅立たれまして、ロータリーに

入った1番のきっかけは20代の前半に父親と別れましたが、若

い時に地域の方々に大変お世話なり、仕事のほうも大変助かり

ました。その時に可児ロータリークラブの会員増強のメンバー

の面々がロータリーに入ってくれないかと言われ、その時に中

身を聞きまして、我々が地域社会にご恩返しするのはこうして

クラブに入って今までお世話になった方々にこちらから感謝の

気持ちを表そうと思いました。私も40歳でしたけれども1975

年に可児クラブが創設されまして10期目の1985年9月に私は

ロータリーに入りました。9月から4カ月間12月まで青年会議

所とロータリークラブを重複して参加してまいりました。4ヶ月

間重複した時期、ロータリーの例会とJCの例会と掛け持ちして

やってこられたのは若かったからだと思います。 

毎日毎晩ほとんど家におりませんでした。飲み会や例会等で

飛び回っておりましたが、その時は何とも思いませんでしたが、

先ほど冒頭にお話しましたが、こうして私も70の大台に乗りま

して健康が身にしみるようになってきました。先程の食材の話

にもどりますけれども野菜をなめたらいけませんね、この中に

もお医者さんや職業分類多種多様の方が見えると思います。い

ろんな職種の方々がおられる中でクラブに来ればいろんなこと

が皆さんに相談できます。このロータリーの例会は楽しく進め

ることが大切だと思いました。 

7月8月9月10月といろんな事業が重なっております。特に

大きな会合でいますと10月16日にはIMがありますね、10月の

22、23日には2630地区の1番のメイン事業であります地区大会

があります。そうした事業のなかで多くの皆様に参加いただき、

濃飛グループの高山西ロータリークラブのPRをしていただきた

いと思います。ガバナーから、ガバナー補佐として各クラブへ

訪問した際には、皆さんに訴えてほしいと言われていることが

財団寄付です。財団寄付については、全員の方に財団寄付をし

ていただくようにお願いしたいと思います。財団寄付は、回り

回って我々の活動計画の助成金にも使われるお金であります。

RIにも予算がございます。そういったことでも財団寄付にご協

力いただきたいと思います。 

また活動計画書を見ておりましたら15年、40年と長い在籍経

験の方がおられると聞いております。52年の歴史の中で長くそ

うした表彰され、10年で表彰されると聞いておりますが、長い

40年と言う素晴らしい表彰を受けられた方もおられると聞いて

おります。 

国際青少年ではインターアクトの海外研修等をやってみえま

す。私たち可児クラブも海外の韓国南富川RCとの姉妹提携調印、

オーストラリアのムーループナRCとの友好調印、アフリカのン

カジRCとの提携、今現在ずっと続いている韓国南富川RCとは

30年近く続いております。私が9月に入会して10月に調印式に

カメラマンとして同行して調印の風景をビデオで撮ってきまし

た。ここもそうしたインターアクトで韓国の方々と青少年の活

動をやられてみえます。こちらのクラブでも国際的な視野で広

く捉えてみえまして、活動計画書を見ますと、一言で言えない

すばらしいもの書かれております。やはり歴史があるクラブは

違う、と私も感激いたしました。 

今日は、私ガバナー補佐就任の簡単な挨拶で終わらせるつもり

がありましたが、貴重な時間を頂きご静聴有り難うございまし

た。 

 
 

 
クラブアッセンブリー 

 
クラブ奉仕委員長  遠藤 隆浩 
今年一年、委員会活動が円滑かつ

有効に進むために努力していきた

いです。活動としては前半と後半

に委員長会議を行うつもりです。

また担当例会では講師をお招きし、

スピーチをいただこうと思っています。どうかよろしくお願い

いたします。 

 

 

ニコニコ委員長  大村 貴之 

副委員長：田中武 委員：平義

孝、下屋勝比古、高桑光範 

主な活動である 例会時のニ

コニコＢＯＸの披露では、皆様

の慶び事やお祝い事をニコニコ

しながら披露し、喜びを分かち

合い、また失敗したり迷惑かけた時にもユーモアたっぷりと披

露することを心掛けたいと思います。 

年間表彰では、1年間の投稿回数・投稿金額により年度末に決

定をさせていただきますので、今年度皆様にたくさんの幸せと

喜びがあるよう期待しております。ぜひその時には、ニコニコ

ＢＯＸにお願いします。昨年度に引き続き『あいのりテーマ』

も行います。1年間宜しくお願いします。 

青少年育成委員会  委員長代理  副委員長 大村 貴之 

委員長：塚本直人  委員：挾土貞吉 

主な活動は、 

1.高山あすなろ会・小中学校木工コンクール協賛 20,000円 

 9月中旬に木工作品展が行われます。 

2.高山市スポーツ少年団に協賛 50,000円 

3.義務教育課程９ヵ年皆出席表彰 300,000円 3月3日例会 

時に校長会代表の校長先生にお越しいただき、代理授与を 

行います。 

4.ゲストスピーチ 10,000円 3月3日例会時に校長会代表 

の校長先生にお越しいただき、講話をしていただきます。 

5.「キャリア教育を考える会」出前講座 10,000円 11月16 

日（水）に清見中学校の生徒を対象に行います。たくさん 

の講師が必要となりますので、ご協力をお願いします。 

1年間宜しくお願いします。 

 

 

インターアクト委員長  

山下 直哉 

インターアクト委員会の委員

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。 

副委員長に田中晶洋さん、委

員に井上正さんの３人でやって

いきます。 

基本方針としてインターアクトクラブでの活動が限りある学

校生活の中であると考え、その中で「国際理解」「社会奉仕」

を中心とした有意義な経験を得てもらえるように支援するとし

ます。今年度は高山高校のIAクラブの生徒が35名ということ

でかなり多くなっております。委員長としてしっかり支援して

いく所存です。 
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ＳＡＡ   垣内 秀文 
今年度ＳＡＡを仰せつかりまし

た垣内です。副にはパスト会長

でＳＡＡ長も既に経験済みの内

田幸洋さん、委員には門前庄次

郎さん、そして若手向井公則さ

ん、長瀬達三さん、山下直哉さ

んの以上 6 名で例会を取り仕切

っていきますのでお願いします。 

 昨年上期後半に井辺会長直々に弊社にお越しいただき流れの

ままＳＡＡをお受けした訳ですが、後にいろいろ調べますとＳ

ＡＡの長にはパスト会長若しくは、ロータリー経験豊かな方が

相応しい等々記載されており、これは大変な役を軽はずみに受

けてしまったと少し後悔しております。 しかしお受けした以

上は今年度、一生懸命努めていきますので、どうか宜しくお願

い申し上げます。  

※ 欠席される場合、例会当日午前10時までに事務局へ連絡し

てください。10時以降一分でも連絡が遅れた場合でも、弁

当発注の関係上無断欠席とみなされ、ファインが2000円と

なりますので、くれぐれもご注意ください 

※ 例会中は大きな声での私語は控えていただきます。 

※ 早退についてはニコニコ投函又はＳＡＡにお知らせくださ

い。尚ファインは 500 円とさせていただきます。遅刻の場

合は欠席同様、事務局に一報くださるようにお願いいたし

ます。 

※ ゲストについては、担当委員会において送迎及び接待等を

お願いしたいと思います。 

例会運営にあたって、親睦委員会と連動することが多くなって

きますので相互連絡又、相談しながら基本方針にも掲げてます

ように和やかに楽しい例会運営に努めていきます。     

 

 

会報委員長  田中 晶洋 

今年度、会報委員会は基本的には

昨年度の活動内容を踏襲しつつ、

私の他に副委員長 新井典仁さ

ん、垣内秀文さんで運営して参り

ます。 

例会でのスピーチ原稿は、昨年同

様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。 

個人的にはインターネットのフェイスブックやツイッターとい

ったものも検討していきたいとは思いますが、単年度でなくて

継続してやっていける取り組みにしたいと思っていますので今

しばらく時間を頂きたいと思います。 

会員の皆様に親しみを持って読んでいただける内容に心掛け、

事務局の中澤さんになるべく迷惑をかけないよう迅速な情報提

供を行いたいと思います。 

今まで毎回の写真を蜘手さんにお願いしてきたのですが、会報

委員長の仕事として下手なりに写真を撮って掲載していきたい

と思っていますので、１年間よろしくお願いします。 

 

 
 親睦委員長  蜘手 康介 

今年度、親睦活動・趣味の会委

員長を仰せつかりました、蜘手 

です。副委員長は田辺さん。委

員には、田中（正）さん、東さ

ん、住田さん、黒木さん、杉山

さん、榎坂さん、松川さん、高

桑さん、総勢10名で一年間運営

させていただきますので、よろしくお願い致します。 

基本方針は、「会員同士のつながりの機会を通じ、好意と友

情を深め、ロータリアンとしての末永い絆を創りさらなる相互

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。」です。 

計画としましては、8／5に納涼浴衣例会。1／14には新年家

族例会。5／20に新緑例会を計画していますので、皆さん、是非

多数の参加をお願いします。 

また今年度は予算削減の影響で、会ごとに会費としてご負担

をお掛けすることになりますが、その分内容を盛りだくさんに

して、皆さんが楽しめるような会にしていきたいと思っており

ますので、何卒ご理解ご容赦のほどよろしくお願い致します。 

 
 
雑誌広報委員長  長瀬 達三 

雑誌広報委員会委員長の長瀬

です。委員は黒木さん、小森さ

んです。お二方とも文化人であ

り、詩集を出版したり俳句を嗜

んでおられます。 

当委員会の基本方針は、 

①例会時に「ロータリーの友」の記事を紹介し、会員のロー 

タリーへの理解度を深める 

②ロータリーの理念や奉仕活動が地域の共感を得られるよう 

広報する                                       です。 

活動計画は、 

１．基本方針①実現の為に、毎月 1 回、原則月初の例会時に

「ロータリーの友」の記事内容を会員に紹介します。 

２．近年はクラブ活動を「ロータリーの友」へ投稿するとい

う活動を実施していないようなので、文化人委員のお力を

お借りして、投稿するよう努力したいと考えています。 

 ３．担当例会では、例年、出版系、印刷系の方をお招きして

ゲストスピーチを実施しておりましたが、会員に広報系の

技術的なお話をしても効果的ではないと考え、今年度は文

化人委員に何かお話をしていただこうと思案中です。 

 ４．毎年、市内 3 ロータリークラブ合同で市民時報へ活動記

事を掲載するという方法で広報を行っておりますので、例

年通り実施する予定です。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●濃飛グループガバナー補佐  原 明治 様 
本日第1回ガバナー補佐訪問です。2630地区と濃飛グループ各
クラブのお役に立ちたいと思います。一年間よろしくお願い申
し上げます。 
●井辺 一章さん、堺 和信さん 
ガバナー補佐 原 明治 様ようこそお越し下さいました。1年間
よろしくお願いいたします。本日と来週はクラブアッセンブリ
ーです。各委員長さんの1年間の活発な活動を期待します。 
●小森 丈一さん、伊藤 松寿さん 
原ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたします。濃飛グループのリ
ーダーとしてご活躍されます事を地区幹事・地区委員として応
援しています。 
●挟土 貞吉さん 
原 明治ガバナー補佐のご来訪を大歓迎します。御身大切にして
一年頑張って下さい。同業のよしみで応援しています。 
●大村 貴之さん､内田 幸洋さん、榎坂 純一さん、蜘手 康介さん､ 
鴻野 幸泰さん、斎藤 章さん、下屋 勝比古さん、田中 晶洋さん､ 
田中 武さん、長瀬 達三さん、平 義孝さん､松川 英明さん、 
向井 公規さん､山下 明さん､米澤 久二さん 

歓迎!!国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 
原 明治 様。ご来訪ありがとうございます。1年間ご指導よろし
くお願いします。 
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