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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   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 

氷結   田中 晶洋 

高山西ロータリークラブ

お祝い・Ｓ．Ａ．Ａ

 ＜会長の時間＞ 
本日は例会日に節分が重なりましたので、

皆様に召し上がって頂こうと恵方巻きをお

持ちしました。その由来についてです。 
どうして節分に恵方巻きをたべるのか、

いろんな節がありますが、福を巻き込むか

ら巻き寿司。縁が切れたり、福が途切れたりしないように包丁で切

らず、七福神にあやかり七種類の具が入った太巻きが望ましいとさ

れ、また鬼の金棒に 
見立てそれを退治する意味もあるとのこと。恵方とは、その年の福

徳を司る歳徳神(としとくじん)のいる方角で、その方角に向かって

事を行えば何事も吉とされています。2017年の恵方は北北西や 
や北です。しゃべると運が逃げてしまうので、食べ終わるまで口を

きいてはいけません。さらに目を閉じて食べる、笑いながら食べる

という説もあります。 
いかがでしょうか、家族揃って同じ方角を向き、黙々と太巻きを

食べる光景はなかなかお茶目、真面日に最後まで成し遂げるのは結

構大変です。 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーエレクトより 

 ・2017年会長エレクト研修セミナー 

（ＰＥＴＳ）のご案内 

日時  3月11日（土）16：00 ～ 

12日（日）15：30 

   場所  上野フレックスホテル 

◎ガバナーより 

 ・次期、夏期派遣希望学生の内定通知書  

萱垣 杏花 さん            オーストラリア9670地区 

◎ガバナー、指名委員会委員長より 

 ・ガバナーノミニー・デジグネート確定宣言 

     辻 正敏 氏（津ＲＣ）2019-20年度ガバナー 

◎ガバナーエレクト、次期地区大会実行委員長より 

・2017－18年度 地区大会のご案内 

日時  10月14日（土）15日（日） 

会場  伊賀市文化会館 

※会員半数以上のご登録をお願いいたします 

◎ガバナー、地区代表幹事青少年より 

 ・石井 惣司パストガバナーお別れの会のご案内 

日時  2月14日（火） 13：30～15：00 

会場  四日市都ホテル 

◎ロータリーの友事務所より 

 ・2017-2018年度版 ロータリー手帳お買い上げのお願い 

    1部 600円（税別）  5月下旬出来上がり予定 

＜例会変更＞ 

高 山 … 3月 2日 （木） は、3,000回記念例会のため 

18：30～ ホテル高山アソシアリゾート に 変更 

3月30日 （木） は、定款第６条 により 休会 

＜受贈誌＞ 

美濃加茂ＲＣ(会報)、可茂ＲＣ(会報)、(株)フジマキネクタイ

(2017-2018ロータリーカタログ)、飛騨作家協会(文苑ひだ第12号)、 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化) 

 
 
＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日（写真左より） （当日欠席）山下 直哉 ２．３ 

折茂 謙一  遠藤 隆浩    鴻野 幸泰  黒木 正人 

２．７       ２．２          ２．１３    ２．１６  

◎夫人誕生日（当日ご自宅に花束をお届け） 

      田中 晶洋   晶 子さん     ２．２４ 

     杉山 和宏   啓  美さん     ２．１９ 

◎結婚記念日 

 （写真左より） 

田邊 淳    

H6.2.26     

杉山 和宏 

  H15.2.23 

（当日欠席） 

岡田 贊三 

     S48.2.10 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 32名 5名 37名 39名 94.87% 

本日 31名 － 31名 39名 79.49％ 
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◎出席表彰、在籍周年記念表彰 

     なし    

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿    ・井辺 一章  ・杉山 和宏  ・田中 武 

・米澤 久二  

 

 

Ｓ．Ａ．Ａ担当例会 
 Ｓ．Ａ．Ａ     垣内 秀文 

本日は SAA 担当例会です、予算も使

い切っており手作り例会を余儀なくさ

れ困っておりましたが、我が委員会の門

前庄次郎さんに卓話をお願いしたとこ

ろ、快くお引き受け頂きました、どうぞよろしくお願いいたします。 
 門前さんは皆さんもご存知のように、現在も花里まちづくり協議

会で会長として大活躍をされております。先の高山市政80周年記

念式典の際にもその御活躍を認められ社会福祉功労賞を受賞され

た事は皆様にも記憶に新しいところであると思います。 
ところが今年度の我がクラブでの露出は非常に少ない事に皆さ

んお気付きでしょうか？ 来年度、再来年度への充電期間とも思わ

れますが、如何にもそれではあまりにも寂しい気がしておりました。 

門前さんとはお酒を酌み交わす機会も多く、少々酒が回ってくると

熱く熱くロータリーの道を説かれ、特に出席義務については気を使

っており出席続ける事の大切さを常に心掛けておられます。 SAA
即ち武装した軍曹そんな熱い男、門前大先輩の肉声を本日は久しぶ

りにマイク、スピーカーを通してお聞きいただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

門前 庄次郎 

ＳＡＡの担当例会と言う事で指名頂きましたので、少し話をさせ

て頂きます。 

 ＳＡＡは例会場の設営・監督が主な仕事だと思っていますが、昨

年度私は副会長でしたが、こんな事がありました。高山三クラブの

合同ガバナー公式訪問の折、当クラブの席の最前列が2席開いた状

態で始まってしまいました。ガバナー、アシスタントガバナー、各

会長が挨拶される目の前が、ポカンと開いている大変失礼な形にな

っていました。急遽の欠席者が有ったとしても、最後尾に持って行

くべきだったとＳＡＡ委員長と反省致しましたが、気配りの大切さ

を改めて感じました。 

さて当クラブは、会員数が減って残念ながら40人を切りました。

会員数が少なくなると言う事は、会の勢い（パワー）が無くなりま

すし、会計的にも厳しい状態になります。 

そこで会員増強が大切に思いますが、増強において良く言われる

ことがあります。「誰でも良いというわけでは無い、ロータリアン

としての資質がいる。」と。ただ誰もが最初からロータリーを知り、

理解している訳ではありません。入って、活動しながらロータリー

クラブの趣旨を理解し、ロータリアンの自覚を持ってもらう。そん

な事も大切に思います。 

 私も何も分らずに入会させて頂きましたが、初年度にロータリー

情報委員会委員長に何かと目をかけて頂き、ロータリーのイロハを

教えて頂いたので、15 年続き現在が有ると思っています。新会員

を育てるのも現会員の責務と思っています。 

 またロータリークラブは「超我の奉仕」を大きな理念としていま

す。利己より他利の心です。そんな中で『Ｉserve 、 We serve 』

と言う言葉があります。私は奉仕します。私達は奉仕します。個人

と集団の概念で、ロータリーにおいては『 I serve 』こそ本質的

なもので有ると言われています。それぞれが職業を通して、また地

域で所属する他団体で社会貢献する・奉仕をする。そしてそれぞれ

の活動の集合として、『Ｗe serve 』の概念が有るように思います。 

 私はそこに『Ｗe serve 』として会員が心一つにし、協力して地

域貢献する。そんな活動も必要だと思います。そうする事で、クラ

ブのより一層の一体感が出来、達成感も出て来ると思います。そし

て何よりロータリークラブの存在・活動の意義などを多くの人に理

解して頂けるきっかけになり、会員増強に繋がる様にも思います。 

 そしてロータリークラブの奉仕の理念を追求していく事は大切

だと思いますが、それと同時に、４つのテストに有るように『好意

と友情を深める』、親睦が大切だと思います。 

例会に参加し事業に参加する時、時楽しくなければ長く続きません。

会員が増え今以上に楽しい西クラブになる様、私も頑張りたいと思

います。 

 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●高山中央ＲＣ 仲谷 政美 様 

今日はメイキャップよろしくお願いします。 

●井辺 一章さん、堺 和信さん 

今日は節分です。明日は立春で、太陽の角度が 315 度になった日

が立春と決められているそうです。立春の前日が節分なので 2 月

2日や2月4日という事もあり、2021年の節分は2月2日です。

季節を分けるという意味があり、今年はとても春が待ち遠しい気

がします。本日の例会はS.A.A担当例会で、門前庄次郎さんが15
年間のロータリー歴の経験から今、感じられている事をお話しさ

れるそうなので楽しみにしています。よろしくお願いします。 
●垣内 秀文さん 

本日S.A.Aの担当例会となります。当委員会の門前庄次郎さんに卓

話をお願いいたしました。少ない時間ですが楽しみにしておりま

す。どうぞ宜しくお願いいたします。 
●門前 庄次郎さん 

本日S.A.Aの担当例会の中で話をさせて頂きます。拙い話になると

思いますがよろしくお願いします。 
●鴻野 幸泰さん 

昨日、上野東ロータリークラブへメイキャップに行って来ました。

4月16日の地区協、10月14,15日は地区大会です。泊まる宿、宴

会場所等下見して来ましたので、皆様方多数ご参加よろしくお願い

します。 

●下屋 勝比古さん 

2月5日ブラックプルズ今季地元最終戦です。皆様会場で熱い応援

をお願いします。私は選抜高校ハンド東海大会のため鈴鹿へ出発し

ます。 

●大村 貴之さん､内田 幸洋さん､田中 武さん､遠藤 隆浩さん､ 

垣内 秀文さん､向井 公規さん､住田 泰典さん､田邊 淳さん､ 

黒木 正人さん､松川 英明さん､萱垣 敬慈さん 

本日2月3日は節分。暦の上では立春、春を迎えます。高山の春は 

まだまだ先になりそうですが、豆まきをして、 

恵方巻きを丸かじり。1年の無病息災を願いま 

しょう。今年の恵方は北北西です。井辺会長、 

恵方巻きご馳走様です。 
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