
                                       No.2455 例会平成 28 年 8月 26 日 

ＡＧご臨席クラブアッセンブリー 
 

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 

江名子川七夕風景  田中 晶洋 

高山西ロータリークラブ

＜会長の時間＞ 
先週の会長の時間で、ガバナーの地

区方針｢最も出席するもの最も報われ

る｣をご紹介しました。また、今日は

ガバナー補佐がお見えになるという

事もあるかと思いますが、ここの所の

状況と比べると良い出席率となっているようです。今後もこの状況

が続いて、先日のクラブ奉仕委員会で出席委員長のおっしゃってい

た｢1度は100%出席｣を達成したいと思います。 
先週より萱垣さんに入会していただきました。若いメンバー加入

に大変喜んでおりますが、会員増強は新会員の入会だけでなく、退

会防止も含めて考えていかねばなりません。全会員皆さんのご協力

をお願いいたします。 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・9月のロータリーレートについて１ドル 102円（現行どおり） 
 
 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞    

ガバナー補佐ご臨席クラブアッセンブリー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 様 

 

可児ロータリークラブの長瀬です。8年ぶりにお邪魔しました。 

このたびの突然のガバナー補佐の交代本当に申し訳ございま

せん。お詫びいたします。第一回目のガバナー補佐訪問時にも大

変ご迷惑をおかけしたと聞いております、重ねてお詫び申し上げ

ます。先々週下呂クラブからずっとお詫びの行脚を続けておりま

して、お詫びのしようがない位のお詫びを申し上げます。 

 それからニコニコボックスへの沢山の投稿ありがとうござい

ました。8年前のガバナー補佐の時の西クラブの会長さんが阪下

さんでして、今日8年ぶりにお会いしました。その時の高山の会

長さんが野畑さんで中央が三枝さんでした。 

先月の18日か19日に可児クラブの事務局から、原さんがガバ 

ナー補佐を辞退したいと言う連絡がありました。その時すぐに洲

崎さんまた1年間ご苦労様だな、高山クラブの皆さんほんとに申

し訳ないと思って頭を下げたらすぐにファックスが回ってきま

して、可児クラブから出して欲しいと言う、剱田ガバナーからの

要請がありました。21 日にパスト会長が集まりましたけども、

ガバナー補佐になるには研修セミナーとか委員長セミナーなど

5つ受なければいけないと言うことで、これからだと時間的に無

理なもんですから、長瀬お前もう一回やれと言うことになりまし

た。 

28 日に剱田ガバナー、石垣研修委員長の講義を受けましてガバ

ナー補佐にさせて頂いたんですけれども、他のクラブにもまだ1回

目も訪問してないところがありまして、大変申し訳なく思っており

ます。伊藤さんの弟さんの地区代表幹事に大変お世話なりまして、

電話のやり取りなどもありました。 

 皆さんの耳にも入ってるかもと思いますが、6 月 23 日に私の所

属している可児ロータリークラブは例の定款諸規則の改正を承認

してしまいました。剱田ガバナーから各クラブ1年間しっかり討論

しろとメッセージが出たにもかかわらず、理事会決定で総会で決定

しました。委任状含めて全員賛成で反対は私1人でした。毎週やる

のがロータリーだと思っていたのが、少なくなりまして、可児クラ

ブの悪口じゃないんですけれども、大体46回あったのが34回にな

りました。しかもそのうちの6回はIGMを例会にしましたから、本

当の例会は28回ですか、ですから一月に2回ちょっとと言うこと

になってしまいました。昨日歴代会長会に出てきました、それまで

は退会する気があったんですけども昨日出てやっぱり退会しちゃ

あかんなとそうゆう思いになっています。 

  

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 26名 8名 34名 39名 87.18% 

本日 36名 － 36名 40名 90.00％ 
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話変わります。今たくさんの方から名刺をいただいたんです

けれども、米澤さんの番地が1丁目1番地の1というのを見て

驚きました。それから、この春に中日新聞の一面に斐太高校の

大きな記念式典のところに伊藤さんの顔が載っているのを見つ

けました。私高校1年の時に東京オリンピックで、2年生の時に

岐阜国体でした。3年生の時に高校の70周年があったものです

から今年で 120 周年です。斐太高校とは比べ物ならないほど岐

阜県では最低レベルの東濃高校という高校ですけれども、定員

120名で1年たたないうちに1割が退学すると言うそんな学校に

通っていました。 

活動計画を何回も何回も読ませていただきました。インフォ

ーマルグループディスカッションは各委員会ごとに適宜と書い

てありまして、こういう書き方の所は初めてなんですけれども、

クラブから義務出席と言うのはないんですね。うちも IGM とい

う形になっていますけども、IDMという言葉を使っているところ

がありましたし、先週高山クラブ行きましたらFMになっていま

して久しぶりにFMと言う字を見ました。 

それからニコニコ委員会の出

席表彰の3ヶ月の500円から30

年の 2 万円と言うのはこれは徴

収すると言う事なんですね。う

ちのクラブはホームクラブ出席

者 100 パーセントだけ表彰して

いるもんですから愚痴を言いま

したけれども、2万円出さないといけないんですね。 

雑誌広報委員会で毎月例

会時にロータリーの友の記事

を紹介すると書いてあります

が、高山ロータリーでも紹介

していました、他にやってい

るクラブは無いようです。ロ

ータリーの友が例会時に配布

されると、そこで読むだけで後はあまり読んでないと思います。

これは良いことなので続けていって下さい。 

 出席プログラムの出席表彰と無届け欠席ファイン、遅刻・早

退ファイン、これは他のクラブでもやった方が良いのではない

かと思いました。昨日うちのクラブでガバナー補佐訪問でした

けども委員長無断欠席でした。 

 

職業奉仕委員会の先進事業所

訪問と書いてあるんですけれど

も、これが先ほど言われた 9 月

16日に行かれるんですね。 

  

 

 

 

青少年育成委員会の義務教育

課程9カ年皆出席表彰30万円と

書いてありますが毎年何人ぐら

いになるんでしょうか？ 

「昨年は 40 名位の対象になり

ました」予算30万円と言う事は

記念品か何か渡されるんでしょうか？「はいそうです」キャリ

ア教育を考える会出前講座と言うのは 11 月 16 日と書いてあり

ますがこれは何をされるんですか？「今年で 3 回目の実施とな

るのですが中学校の生徒を対象に会員の中から職業について語

る時間を各学校で作っていただいて、それぞれが生徒に対して

キャリア教育を考えると言うもともとの趣旨があるんですが、

出前講座の名前の通り学校に出向きまして仕事についての話を

すると言うことをやっております」中央クラブと鈴鹿クラブの

話しか知らなかったものですから良い事ですから続けてくださ

い。 

 インターアクトの年次大会、

ご苦労様でした。この2年間

青少年奉仕部門の委員長やら

せていただきました。インタ

ーアクトの年次大会があると

韓国からお客様が見えますの

で、その接待などで 8 月の初めの前後 1 週間くらいは、塚本さ

んは仕事ができないくらい忙しかったと思います。 一昨年は

四日市だったんですけども、台風の関係でほぼ全部中止になり

まして、懇親会だけが開催されましたが、私は可児から四日市

まで行くのが大変なものですから、全部欠席いたしました。去

年は関でありました、夕方からということは昼から仕事休まな

ければいけないものですから、これも年次大会だけ出席させて

いただきました。インターアクトと青少年交換は地区で 1 番忙

しい委員会だと思いますので地区でしっかり鍛えてもらってく

ださい。 

 10月16日に濃飛グループのIMがあります。その週に地区大

会があるものですから、どうしてこんな日にしたのかと事務局

に聞きましたら、地区大会の方が後から入ってきたと言うこと

でしたのですみません、2週続けてで忙しいのですけれどもお願

いいたします。元三重県知事の北川正恭さんが講演されます。

地方創成とロータリの関わりといった内容だったと思いますが、

どうか出席をお願い致します。 

 それから5月15日の濃飛グループの会長幹事会の席上で来年

の3月17日に濃飛グループの会員増強セミナーを開催すると言

うことが決定されていました。ところが金曜日なものですから

金曜日に仕事を休んでまでは嫌でしたから、剱田ガバナーや伊

藤代表幹事に 16 日の木曜日でもいいですかと聞きましたら OK

が出ました。ところが先週高山で住会長さんが16日は高山の例

会日だから困ると言われまして、17 日にするともちろん西クラ

ブさんは困られます、美濃加茂クラブが金曜日で全員登録の予
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定だったらしいんですけれども、ガバナー、増強委員長了承で3

月25日土曜日になりましたのでお願いします。会長幹事会です

ごくもめたと言う話しか聞いておりません。他のグループは日

曜日にやっているのにどうして濃飛グループだけこういう日に

なったのか理解できませんけれども、ガバナーの了解ももらっ

ているそうなのでよろしくお願いします。 

 それから、ヘルス委員会について教えていただけませんか？ 

「会員の健康増進です。具体的にはミニソフトバレーと言うの

をやっています。ここ何年か前は 2 チームあったんですが、今

年は1 チーム出ました。若い会員を中心に来年は2チームで出

場したいと思ってます」 

 会員増強委員会が年に 3 回も

ありますので頑張って会員増強

をお願いします。私の可児クラ

ブ、最高の時は70数名ありまし

た、ところがどんどん減ってき

まして私が会長の時は新記録で

すけども 12 名退会がありました。今 27 名と言う少なさでして

美濃加茂クラブが 29 名、加茂クラブがもっと少なくて 14 名そ

の 3 クラブと下呂クラブを足しても、高山の 3 クラブより少な

いと言う悲しい状況です。 

 11月6日の日インターアクト飛騨地区協議会、予定表に入れ

ましたので必ず出席させていただきます。それからJA飛騨ミー

トで思い出しました。私、可児といっても可児郡でして、人口1

万 8 千人ぐらいの街なんですけれども「キング」という飛騨牛

を専門に売っている店がありまして、年末は 2 時間位待ちのす

ごい列か出来ます。飛騨牛は地元で食べられるもんですから、

高山へ来て何が楽しみかと言うと、恥ずかしい話なんですがシ

メサバが美味しい。どこで食べてもおいしいです。一昨年秋に、

熊野の浜田さんと言う女性委員長が高山へどうしても行きたい

と言うことで、当時の青少年育成委員長、退会されましたけど

も高山中央の永井さんにお願いして店をとっていただきました。

その時には伊藤さんにも出席していただきましたけれども、日

本海の魚だからなのか高山でいただくからなのか、肉よりも魚

の方が大変美味しくいただけました。3軒しか知らないんですけ

れども3軒ともおいしい店でした。 

それから 5 月の会長幹事会の席上で各クラブの紹介の時に、

グループ単位で行うということで決定して、原ガバナー補佐は

神輿の上に載って出てくるということが決められたようですが、

私は神輿に乗る人ではなくて担ぐ人でもなくて草鞋を作る人で

充分ですので、それは辞退いたしますのでお願いします。 

 いろいろ活動計画書読んできたつもりだったんですけども時

間の配分ができてなくて申し訳ありませんでした。最終回の前

に、金曜日にもう一度伺うように努力いたします。ありがとう

ございました。 

 

 

 
＜ニコニコボックス＞ 

●濃飛グループガバナー補佐  長瀬 隆 様 

突然のガバナー補佐交代で大変ご迷惑をおかけ致しました。一

年間何卒宜しくお願い申し上げます。本日はクラブ協議会でお

世話になります。 

●井辺 一章さん、堺 和信さん 

ガバナー補佐 長瀬 隆 様のご来訪を歓迎いたします。二度目の

大役、大変御苦労様です。突然のこととはいえ、その心中をお

察し申し上げます。本日はご講評よろしくお願いします。 

リオオリンピックの閉会式で、東京五輪を紹介するプロジェク

トマッピング等日本の技術を駆使したもので大変素晴らしかっ

たです。安部首相のマリオにも驚かされました。問題も山積し

ていますが、4年後の東京オリンピックが大変楽しみです。9月

から開催されるリオパラリンピックも応援したいと思います。 

●阪下 六代さん 

長瀬 隆ガバナー補佐のご来会歓迎申し上げます。私の会長時に

も大変お世話になりました。再度のご出陣、誠にご苦労様に存

じます。 

●大村 貴之さん､伊藤 松寿さん､小森 丈一さん､米澤 久二さん､ 

遠藤 隆浩さん､鴻野 幸泰さん､田中 正躬さん､垣内 秀文さん､ 

蜘手 康介さん､山下 直哉さん､住田 泰典さん､高桑 光範さん 

国際ロータリー第2630地区 濃飛グループガバナー補佐 長瀬 

隆 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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