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     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 

九輪草群生  田中 晶洋 

高山西ロータリークラブ

クラブアッセンブリー

 ＜会長の時間＞ 
前回の続きをお話しします。三菱電機の

サービス室でカラーテレビを組み立て出来

る人は一人もいません。天下をとった気分

でした。当時の電気大手他社7社も同様で、

よく修理について電話で聞いてきました。

テレビの基本を勉強しなくて修理はできません。どうして真空管が

いるのか、どうして200V の電圧、もっと高圧はブラウン管の後ろ

側についている。アノード電圧、1.5cmの火花が飛びます。オーム

の法則により電圧が高い分電流が減り、さわっても痛い程度です。 

 次回最終回です。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 

 ◎地区青少年交換部門委員長より 

 ・交換学生「萱垣 杏花」さん 

出発便のお知らせ 

７月１６日（日） 午後２時５０分 中部国際空港発    

◎高山市民憲章推進協議会より 

 ・平成２９年度高山市民憲章推進協議総会資料 

＜受贈誌＞ 

ロータリー米山記念奨学会(ハイライトよねやま207)、高山ＲＣ 

(会報)、可茂ＲＣ(会報)、美濃加茂ＲＣ(会報) 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 
 

＜本日のプログラム＞  クラブアッセンブリー 
Ｓ．Ａ．Ａ    垣内 秀文 

 副はパスト会長で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、萱

垣敬慈さん以上 7 名で例会を取り仕

切らせていただきました。 

  

 

上期 7/29、一回目の担当例会には、高山警察署長の冨田重喜さん

をお招きし卓話頂きました。 ご講和の中で時折披露して頂いた

「なぞかけ」は記憶に新しいところです。 2回目2/3には、我が

クラブの門前庄次郎さんに「ロータリーについて思う事」と題して

お話して頂きました。門前さんのロータリーに対するスタンスは勉

強になり又、感銘を受けた方も多々見えたと思っております。 

3 回目は 3/24 には、田近さん、古橋さんよりご斡旋いただき、

高山屋台保存会庶務担当理事、全国山・鉾・屋台保存連合会出向理

事、桜山八幡宮 高山祭屋台会館運営委員長であります寺地亮平様

をお招きし「ユネスコ世界無形文化遺産登録と高山祭屋台行事」 

と題し卓話をして頂きました。 「その時のメンバーの顔色を覗い

ながらその雰囲気でお話をさせてもらいます」と言われ、当日は苦

労話等々を交えながらの楽しい時間となりました。 

以上今期 3 回もの担当例会を与えていただきました会長幹事に

あらためて感謝を申し上げます、又会員の皆様におかれましてもご

協力を賜り重ねて感謝申し上げます、誠にありがとうございました。  

最終例会を来週に控え「終り良ければ全て良し」与えられた使命を

全うします。 

 

 

クラブ奉仕委員長   遠藤 隆浩 

上半期と下半期の初めに、会長・幹

事と関係委員長に集まっていただき

懇親会形式で会に対する思いや意見

を話し合っていただきました。各自、

それぞれ熱い思いを語られて有意義

な会になったと思います。 
 担当例会では田近先生にロータリーアンケートをやっていただ

きその場で集計をした結果、割と的確な指摘結果となり驚きました。 
 一年間、ご協力ありがとうございました。 
 

 

会報委員長   田中 晶洋 

会報委員会の一年間を振り返っ

てみたいと思います。 
例年通りの会報の発行に関して

は、事務局の中澤さんにおまかせ

で校正作業くらいは会報委員会で

よかったのかなと思っております。

会報の写真に関しては予算的な理

由もあるのですが、カメラ小僧だった昔を思い出して私が写真を提

供してまいりました。 
フェイスブックやツイッターといったいわゆるソーシャルネッ

トワークを利用した情報発信に手を付けることは出来ませんでし

た。会員勧誘の為に情報発信をしていくというのは重要なことだと

思いますので、次年度の新井委員長に託したいと思います。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 30名 3名 33名 39名 84.62% 

本日 31名 － 31名 39名 74.49％ 
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そして今年度のメインイベントであった会報の座右の銘は、会

員の皆さんにご協力いただき、連載出来たことをこの場を借り

て御礼申し上げます。本当にありがとうございました。事務局

で簡易製本して来月には皆さんにお渡ししたいと思います。 
 

 

親睦委員長代理 副委員長 田邊 淳 
 親睦委員長の蜘手さんが不在です

ので、代わって副委員長の田邊から報

告を致します。 
この1年間、会員の皆様のご協力を

賜り、おかげさまで1年の担いを全う

させていただくことができ、改めて深

く御礼申し上げます。 

途中から蜘手委員長が不在となり、不慣れな田邊のもと、親

睦委員の皆様には色々助けていただきまして誠に有難うござい

ました。また、井辺会長・堺幹事、中澤さんには、心配をお掛

けし、大変申し訳ございませんでした。委員会メンバー、そし

て会員皆様のご協力により、委員長不在の大ピンチを乗り切り、

1年間を全うできました。 

振り返りまして、皆さん浴衣で参加頂いた「納涼浴衣例会」、

歌合戦で盛り上がりました「新年家族例会」、ボーリングにお

いて親睦委員が上位 3 名を独占してしまった「新緑家族例会」

と大変楽しい時間を過ごしていただけたかな？ と思います。 

本年、親睦を担当し、改めて会員相互のつながりの大切さを実

感させていただきました。1年間ありがとうございました。 

尚、予算については「納涼浴衣例会」「新年家族例会」「新

緑家族例会」の 3 事業合計で予算より 373 千円程、軽減できる

見込でございます。 

 
 
ニコニコ委員長  大村 貴之 

活動報告をさせていただきます。10

月7日の担当例会では、子育て支援団

体「NPO 法人飛騨高山わらべうたの

会」の理事長である岩塚久案子さんに

お越しいただき、飛騨に伝わるわらべ

うたの活動内容など卓話していただきました。 

毎回の例会でニコニコＢＯＸの披露をさせていただきました

が、読み間違いなどあり大変ご迷惑おかけいたしました。来週

最後の例会をしっかり努めたいと思います。 

前年度より引継ぎ、ニコニコあいのりテーマを掲示し皆様に

少しでもニコニコ投稿をしていただけるように取り組みました。

お陰様で多くのあいのりを頂き感謝申し上げます。 

一年間、ご協力いただき本当にありがとうございました 

 

 

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

んという当クラブきっての文化

人で構成されております。 

本年度、当委員会は、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という基本方針のもと活動をして参

りました。 

活動報告については、 

１．毎月1回月初の例会時に「ロータリーの友」の記事内容 

の紹介をして参りました。 

２．「ロータリーの友」へのクラブ活動の投稿については、新 

高山駅自由通路完成記念イベントへの参加活動に関する

活動報告を下屋さんが投稿してくださいましたが、当委員

会としての投稿は残念ながら実現できませんでした。下屋

さんありがとうございます。 

 ３．2月24日の担当例会では、当委員会メンバーの黒木さん

に、「パブリシティについて」と題した卓話をお願いしまし

た。ロータリークラブの公共的側面を活かして、活動内容を積

極的にメディアへリリースすることにより、記事として取

り上げてもらい、無償で広告と同様の効果を得るという内

容で、所属の飛騨信用組合での実績等を交えてお話いただ

きました。本年度は実施いたしましせんでしたが、次年度

の活用をご期待しております。 

 ４．最後に、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、こちら

は2月23日発行の市民時報に例年通り掲載いたしました。 
 
 
出席・プログラム委員長 向井 公規 

委員長は私・向井、副委員長に 

は塚本さん、委員には松川さんと 

いうメンバーで 1 年間務めさせて

頂きました。 

基本方針は「各委員会との連携を

密にし、スムーズなプログラムの

開催をサポートする」「出席率の向上を目指す」の2点を掲げさ

せて頂きました。 

総括としましては、なんの知恵も働かす事ができず、様々な

お願いもせず、ただ例会での与えられた業務をこなした程度で

大変申し訳なかったと思っています。 

出席に関しましては、先月までカウントですが、補正なし出

席率の平均は78.64％、補正あり出席率の平均は85.74％となっ

ております。ここ5年程補正なし出席率が80％をきっていまし

たのと、井辺会長も出席率の向上を掲げられている中で、何と

か 80％を超えたかったのですが、現在の所超えられておりませ

んので、残り 1 回の例会となりましたが、最後までよろしくお

願いいたします。 

ファイン徴収については、第 1 例会前に徴収させて頂きまし

たが、快く応じて頂きありがとうございました。  

担当例会に関しましては、3月17日、連続100％出席30年の 

平さんと、23年の小森さんのお二方に、「ロータリーの出席の意 

味と意義」という題目にて貴重なお話をご講話頂きました。本 

当にありがとうございました。当日の会報を読み返しますと、 

今更ながらですが参考になるお話がたくさんございました。 

1年間、本当にありがとうございました。 

 

 
ロータリー情報委員長代理 
   副委員長  斎藤 章 
本日、委員長の折茂さんが欠席

ですので副委員長が報告させて頂 
きます。 
当委員会はパスト会長が順次担 

当してゆく委員会で、今年度は委

員長に折茂謙一さん、副委員長に斎藤章、委員に山下明さんだ

ったのですが、山下さんが退会となり2人の担当です。 
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4月13日に、新入会員の高桑さん、萱垣さんと井辺会長と堺

幹事、委員長、副委員長の 6 人でロータリー情報委員会を開催

いたしました。まず総論、ロータリーの歴史も踏まえて全体像

を堺幹事が解説され、クラブの大枠である委員会構造も含めて

の幹たる解説を委員長がされ、私がロータリー財団、米山奨学

のお話しをしました。その後、質問も含めて皆で活発に意見交

換しました。来年は、私が委員長となりますので多くの新入会

員を期待します。 
 

 

 職業奉仕委員長  田中 正躬 

職業奉仕委員会は、実質私田中正躬と

住田泰典さんの 2 人で関わらせて頂

きました。基本方針に「ＲＣの神髄と

も言える職業奉仕とは何かを理解し、

ロータリアンとして自覚・行動する」

などと記しましたが、このやたら難し

い言葉を、今年 2 月に行われた名古屋での地区職業奉仕研修セ

ミナーでようやく少しわかったような気がしたかな、と言う感

じです。 

当委員会は、2回の担当例会を頂き、2万円の予算を頂きまし

た。そのうちの1回は、JA飛騨ミートでの持ち出し例会とさせ

て頂きました。普段見る事の出来ない施設に行かせて頂き、世

界のブランド飛騨牛への取り組みがどの様にして行われている

か、目の当たりに見て認識を新たにした処です。2回目の担当例

会は、ゲストスピーチをさせて頂こうかと思っていましたが、 

名古屋名鉄グランドホテルでの職業奉仕委員研修セミナーに次

期委員長の垣内さんと行って来ましたのでその報告をさせて頂

きました。冒頭にも書きましたが、職業奉仕とは何ぞや少しわ

かったような気がしたと言いましたが、・…。 

1年間色々有難うございました、住田さん有難うございました。

垣内さん次期よろしくお願い致します。最後に会長・幹事・有

難うございました。 

 
 

環境保全委員長  新井 典仁 

皆さんこんにちは。今年度、環

境保全委員長をさせて頂きました 

新井です。 

環境保全委員会の基本方針とし

ましては、「行政が考える環境政

策についての理解を深め、ロータ

リーとして環境活動に参画」という事でした。 

実際に今年度の活動ですが、9月に高山市から環境政策推進課

の課長様にお越し頂き高山市の環境政策について講義をして頂

きました。そして、３月には NPO 法人で環境エネルギー活動を

行っておられる山崎様に講義をして頂きました。 

１年間の反省ですが、基本方針の「環境活動に参画する」と

いうところが何も出来ていませんでしたので、最低限なにかを

提案するというような事はすべきだったかと思います。 

来期は、新しい活動を提案して実践していけたらと思います。 

１年間、ご協力有難うございました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
青少年育成委員長  塚本 直人 

今年度の青少年育成委員会は

2016年11月15日にキャリア教育

の出前講座を清見中学校にて開催

することができました。多くのク

ラブメンバーにご協力いただき感

謝申し上げます。斎藤さんの基調

講演と約10の分科会に分かれて充実した活動となりました。 

毎年恒例の義務教育課程 9 か年皆出席表彰も行い、各中学校

や高山市教育委員会からも感謝の言葉をいただきました。次年

度の出前講座の日程等も引き継ぎできていますので、引き続き

充実した活動をよろしくお願いします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●井辺 一章さん、堺 和信さん 

今月 7 日には梅雨入りしたはずですが、まったく雨が降りませ

ん。5月の平均降水量も平年の半分以下となっており、地域によ

っては乾燥注意報が発令されている所もあります、このままで

すと農作物の育成状況や水不足が心配されます。多く要りませ

んが恵みの雨が降ります様に!!本日の例会はクラブアッセンブ

リーです。各委員長さん 1 年間ご苦労様でした。活動報告よろ

しくお願いいたします。 

●内田 幸洋さん､田中 武さん､田中 正躬さん､垣内 秀文さん 

昨日の次期理事役員懇親会にお招きいただきまして誠にありが 

とうございました。宴会中も楽しくあっという間に時間が過ぎ 

てしまい、米澤次期会長の掲げるスローガン｢ワクワクするロー 

タリー｣も必ず成功を収める事を期待しております。米澤さん、 

鴻野さん本当にありがとうございました。 

●田中 晶洋さん 

昨日、大学4年生の長女が教育実習のため神奈川から帰省して 

来ました。普段夫婦二人でかいわの少ない我が家が少し賑やか 

になりました。3週間ほどの滞在ですが、久し振りの団欒を楽し 

みたいと思います。 

●黒木 正人さん 
今週12日の妻の誕生日には、お花を贈って頂きありがとうござ 

いました。家族のラインに｢ロータリークラブからお花届きまし 

た｣とのメッセージが入っており、すかさず｢お誕生日おめでと 

う｣と返信しましたが、実はすっかり忘れていました。その後娘 

や息子からも｢おめでとう｣のメッセージが入り事なきを得まし 

た。今日はプレミアムフライデーを利用して、久々に岐阜の家 

へ帰ろうかと思いますが、誕生日プレゼントはcashが一番喜ぶ 

ので、その前にＡＴＭコーナーに寄ってから帰ります。 

●萱垣 敬慈さん 

娘の出発が決まりました。皆様にはこれからも色々とご面倒を

おかけしますが何卒よろしくお願いいたします。 

●大村 貴之さん､岡田 贊三さん､遠藤 隆浩さん､山下 直哉さん、 

杉山 和宏さん 

デビューから快進撃を続ける将棋の中学生棋士､藤井聡太四段 

（14）は15日の対局で26連勝を挙げ、史上最多連勝記録まで 

あと2勝と迫った。スポーツ界でも卓球、水泳などオリンピッ 

クに向けて10代の活躍が目立つ。世界で活躍する若者を応援し 

よう！ 

●伊藤 松寿さん 

本日、高山市休日診療所運営委員会に出席のため、早退します。 
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