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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   米澤 久二 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事   鴻野 幸泰 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長     新井 典仁  

                               

 

   ロータリー：変化をもたらす 

17-18 年度会報月間写真 お城シリーズ

7 月 富山城 ②  新井 典仁 

高山西ロータリークラブ

ガバナー補佐訪問・クラブアッセンブリー

＜会長の時間＞ テニスと卓球 ～ どこで釣り糸をたれるか   

7/16までウィンブルドン大会で

した。テレビ中継を見ているとボ

ールパーソンが映ります。走って

ボールを取りに行き選手にわたし

ます。ウィンブルドンのボールパ

ーソンになるには厳しい修練がい

るそうです。その応募者数は毎年

1000人前後、選抜試験で300人に

まで絞り、さらに2月から開始されるトレーニング期間中にそのう

ちの約半数が落とされるそうです。 

卓球はこのような球拾いをしてくれる人はおらず、世界選手権で

もオリンピックでも選手が自分でボールを採りに行きます。タオル

も自分でとります。テニスの華やかさと比較すると、何かみじめさ

がありますね。 

ボールパーソンがいないことは卓球のボールの特徴のせいです。 

卓球のボールには☆が印刷されています。試合用はスリースター☆、

☆が３つついています。練習用は☆一つ。ボールを転がして回転検

査を行います。 まっすぐ転がるボールをスリースターとして認定

し試合球とします。試合の前に選手が、『選球所』の中で球をまわ

して回転をかけ、ブレがないかなどの確認を行い、均一なものを2

～3個ずつ選びます。試合にこのボールを使います。一つの試合で

は一つのボールしか使いません、大事に選び抜いたボールを一個使

います。割れるまで使います。パッカと二つに割れることはありま

せんが、打っているときに異常に気づきます。割れたらボールを交

換します。テニス・野球・等他のボールスポーツと違って、一つの

ボールしか使えない卓球のボールの大きな特徴です。 

このようなボールの性格から、ボールパーソンがいません。ボー

ル拾いは選手が自分でやります。結果、卓球はなかなか華やかなも

のとなりません。これからテレビ中継を見ていただく時に参考にし

ていただけるといいと思います。 

付け足しですが、ある先輩の方が、「経営は、魚釣りとおなじで、

どこで釣り糸をたれるか、これが大問題だ」と卓球をやる私に忠告

されました。でも人生は経営とは違います、私は好きなことを続け

ます、と心の中で力説しました。 

 
 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 

・2017-2018年度地区大会のご案内 

および全員登録のお願い 

日 時  10月14(土) 13：00開会点鐘15日(日)12：40閉会点鐘 

会  場   伊賀市文化会館  

  登録料   会員 10,000円  ご夫人 5,000円   

 

 

＜例会変更＞ 

可茂 … 8月  9日（水）は、納涼例会のため 

10日（木）18：30～ きらく に変更  

16日（水）は、定款より休会 

可児 … 8月  3日（木）は、納涼例会のため 

18：30～ カフェ＆バー｢ドミノ｣ に変更  

 ※10日および17日は例会非開催日のためメイクアップ受付はありません 

＜受贈誌＞ 

可児ＲＣ（活動計画書）、可茂ＲＣ（活動計画書） 

 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞     ガバナー補佐訪問 

 

 

 

 

 

 

 
国際ロータリー第2630地区濃飛グループガバナー補佐 井尾 達之 様 

皆様こんにちは。ここで皆様のお顔を拝見しますと若い会員さん

が多くいらっしゃることが伺えます。そしてクラブ活動計画書も読

ませて頂きましたが、その中での「わくわくするロータリー」とい

う会長さんの言葉、素晴らしいと思いました。とにかく無難に過ご

しましょうではなく、たとえ失敗したとしても新しい事に挑戦して

行こうという意気込みが、この例会前に会長・幹事さんと懇談させ

て頂いた際にも伺えました。現在2630地区は77クラブありますが、

地区委員を一度も出した事がないクラブも沢山あります。西クラブ

さんからは伊藤さんと、私も務めておりますインターアクト委員会

に塚本さんも出て頂いています。地区の会合は岐阜市であったり四

日市だったりと、ここ高山から出かけるのは大変だと思いますが、

まじめに出席頂いています。ここ高山地域は岐阜県の中でも勢いの

ある地域だと思いますし、クラブの将来が楽しみです。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 33名 2名 35名 39名 89.74％ 

本日 32名 － 32名 39名 82.05％ 

＜出席報告＞
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また先程交換学生の報告がありました。今回は萱垣さんと私

の孫含め 4 名の派遣でしたが、地区でも力を入れて募集しなん

とか10名程度派遣できるようにしたい、との意向です。このロ

ータリーの交換留学制度は、一般的なものと比較して高い安心

感で留学出来ると思います。貴クラブではスイスから受け入れ

ると伺いましたし、私の家にはノルウェーからの学生が来る予

定です。心をこめてお世話しようと思います。 

今期の田山ガバナーは2016年の規程審議会での決定を踏まえ、

毎週の例会や職業分類に拘らない姿勢を打ち出されました。私

はガバナー補佐としてガバナーの考えを各クラブに伝えていか

ねばならない立場ですが、個人的にはロータリーにおいて例会

は最も重視されるものであり、職業分類を踏まえた増強活動が

必要だと思っています。例会前に会長幹事さんに色々お聞きし

ましたが、貴クラブではまだ女性会員がいらっしゃらない。し

かし女性会員の勧誘について否定されるものでないと理事会で

確認済みとのお話しでした。私の所属する美濃加茂クラブは 4

名おりますが、やはり女性会員がいる事でクラブの雰囲気が明

るくなります。クラブの活性化のためにもぜひ女性会員の入会

を検討していただければと思います。 

最後にガバナー補佐としてだけでなく、美濃加茂ロータリー

クラブの一員としてもお願いがあります。今年のＩＭは美濃加

茂クラブ50周年と同時開催します。ロータリーの勉強と皆様の

懇親、両面で満足頂けるよう色々と計画しておりますので、ぜ

ひ多数の皆様にご参加下さいますようお願い申し上げます。 

 
 
クラブアッセンブリー 

雑誌・広報委員長  塚本 直人 

今年度、雑誌・広報委員長を務

める塚本直人です。副委員長に小

森さん、田近さんの体制で取り組

みます。雑誌・広報委員会は例年

どおりに毎月第一例会で雑誌の紹

介を行います。 

今年度の大きなミッションとして高山西RCの活動を新聞等を通

じて積極的にリリースし、広報していきます。先週の萱垣さん

の交換留学についても、中日新聞にて記事として紹介されまし

た。これからはスイスから来日するノエミさんとRCの活動を中

心に新聞等に取り上げてもらえるように積極的にPRします。 

もう一つの課題として「ロータリーの友」に記事を投稿する予

定です。採用されるようにみなさんからの情報提供をお願いします。 

 

青少年奉仕委員長  長瀬 達三 

青少年奉仕委員会委員長の長

瀬です。副委員長は斎藤さん、

委員は大村さんです。 

年度の当委員会の基本方針は、 

①未来を担う青少年の活動に対

して、協賛や表彰を通じて支援

する 

②「キャリア教育を考える会」の出前講座を通し、青少年が

仕事や職業について真剣に考えられる機会を作る、です。 

活動内容については、 

１．高山あすなろ会・小中学校木工コンクールへの協賛（予算 2

万円9月予定） 

２．高山市スポーツ少年団への協賛（予算5万円） 

 ３．義務教育課程9ヶ年皆出席表彰（予算30万円3月予定） 

 ４．ゲストスピーチとして校長会会長に卓話を依頼予定（予算2 

万円） 

 ５．「キャリア教育を考える会」の出前講座実施（予算1万円） 

を予定しています。 

 なお、出前講座についてですが、今年度は東山中学校の 1 年

生120名を対象に実施することとなりました。10名ずつ12グル

ープを対象に出前講座を行いますので、講師の協力をお願い致

します。最低でも12名必要です。 

 日程は来年1月30日火曜日の9時半から11時50分です。 

例年は、全生徒を集めて全体講話を行った後に分科会として少

人数の出前講座を行っておりましたが、少しでも多くのお話を

より具体的に生徒に聴かせたい、全体講話ではわかったような

顔をしているだけになるとの危惧から、分科会形式を 2 回転さ

せたいという要望をいただき、勝手に承諾して参りました。し

たがって、当日は会長挨拶、私のスケジュール説明の後は、各

講師の方に教室に移動していただき、40分ずつ2回の講義をお

願いすることとなります。年齢構成が幅広い我が西ロータリー

クラブに特性を存分に活かすべく、皆様の講師参加を重ねてお

願い申し上げます。 

 

Ｓ．Ａ．Ａ  委員長  田中 武 

副委員長：黒木正人、委員：田

中 晶洋、蜘手 康介、田邊 淳、松

川 英明 

基本方針：会場監督（SAA）とは、

例会場の秩序を保ち、格調高く運

営されるように常に心を配り気品

と風紀を守り会合がスムーズにい

くように、その使命を発揮し設営監督する、そのためには親睦

委員会、プログラム委員会と常に連携をとり雰囲気づくりを行

う『クラブの会長幹事と並んで役員としての地位が与えられ極

めて重要なポストである』SAA委員は自覚を持って職責を果たす

よう努力する。 

予算計画：１、テーマ幕21,000円 ２、ゲストスピーチ10,000円 

 

 

クラブ奉仕委員長  堺和信 

副委員長にベテランの挟土さん

がみえ、委員には経験の浅い若い

委員長さんを中心に 7 名の方がい

ます。 

基本方針は、「会長方針に従い、

各委員会の連携と活性化を図り、

魅力あるクラブになるように努める」です。米澤会長がいつも

言われている「全会員の創意と工夫でわくわくするロータリー

活動を」という方針に従い、各委員長さんに、これまでとは何

か違う「わくわく」する内容の活動をお願いしたいと思います。

さっそく、8月初旬に委員会会議を開催し、各委員会活動に対す

る会長・幹事の思いや、各委員長の思いを聞きながらの活動内

容の充実を図りたいと思います。 

また、12月15日に担当例会がございますが、講師の選定はこ

れからですが講師例会としたいと思います。 

１年間、よろしくお願いいたします。 

 

会報委員長 新井 典仁 

皆さん、こんにちは。今年

度会報委員長を務めさせて頂

きます、新井です。 

メンバーは副委員長に田邊淳

さん、委員に折茂謙一さんで

す。 
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基本方針としましては、ロータリー活動の全記録撮影と会報

のスムーズな作成、それとSNSの活用の模索です。SNSの活用に

つきましては、まずはLINEを利用し、高山西ロータリー会員間

での情報の共有や意見交換、連絡を行えるようにしていきたい

です。さらには、会員増強委員会と連携し外部に素晴らしい活

動をより明確に発信することにより、会員増強に繋がればと考

えております。まずはLINEの具体的な活用について良い案があ

りましたら、ご指導頂ければと思います。よろしくお願い致し

ます。 

 

親睦委員長   向井 公規 

本年度親睦委員長を務めさせて頂

きます、向井です。副委員長に垣内さ

ん、委員に住田さん・杉山さん・榎坂

さん・松川さん・高桑さん・萱垣さん・

東さんで、1年間務めさせて頂きます。 

基本方針は、「皆がワクワクするよ

うな主事業を構成し、会員相互の絆が深まり、楽しいロータリ

ークラブとなるよう努める。」です。 

主事業とは、例年開かれている「納涼例会」「新年家族例会」

「新緑例会」でございますが、米澤会長のお言葉にも「わくわ

くするロータリー活動を」と目標を掲げられておりますので、

例年開催されている事業でございますが、中身を見直し、皆さ

まがワクワクできるよう構成していきたく考えております。 

来月20日に行われえる「納涼例会」は例年とは違い、交換留

学生の歓迎会と2500回目の記念すべき例会も重なっております

ので、当飛騨高山美術館に於いて、いつもとは違う雰囲気の例

会を味わって頂きたいと思います。 

「新年家族例会」「新緑例会」におきましても現在詰めており

ますので、詳細が決まり次第、またご案内させて頂きます。 

主事業を通じ、会員同士・家族同士がワクワク楽しめるよう

努めて参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●濃飛グループガバナー補佐  井尾 達之 様 

本年１年間ＡＧとして頑張ります。宜しくお願いします。  

●高山ＲＣ  鍋島 道雄 様 

今日は朝食昼食を岡田贊三さんと伊藤松寿さんと一緒で幸せで

す。  

●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 

濃飛グループガバナー補佐 井尾 達之さん、高山ＲＣ 鍋島 道

雄さんのご来訪を歓迎します。井尾ガバナー補佐にはご指導よ

ろしくお願いします。 

●伊藤 松寿さん､田近 毅さん､平 義孝さん､内田 幸洋さん、 

 斎藤 章さん、小森 丈一さん､井辺 一章さん､田中 武さん､ 

門前 庄次郎さん、田中 正躬さん､山下 直哉さん､田邊 淳さん､ 

黒木 正人さん､榎坂 純一さん､萱垣 敬慈さん 

国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 井尾 

達之 様のご来訪を歓迎致します。  

●塚本 直人さん 

井尾ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。井尾さんにはインタ

ーアクト地区委員としても大変お世話になっています。こうし

て飛騨高山でお会いできる事は嬉しいことです。本日から夏休

みが始まりました。長男は今朝レスリング全国大会に出場する

ため九州へと旅立ちました。まず１勝の前に計量をパスして欲

しいです。ガンバレ！  

 

 

●高桑 光範さん 

今年度、今日場初出席となります。内輪の諸会議等が重なった

ためですが、何かとご迷惑をおかけいたしました。またその間

に家内の誕生日に素敵なプレゼントを頂戴し、誠にありがとう

ございました。  

●平 義孝さん 

遅くなりましたが7月生まれのお祝いありがとうございました。 

●伊藤 松寿さん 

高山市川西地区ケア会議出席のため早退します。 

●萱垣 敬慈さん 

先週の例会では、温かいお言葉そして激励金までいただきあり

がとうございました。無事に到着し今日から学校に通うようで

す。１年間よろしくお願いいたします。 

●大村 貴之さん、長瀬 達三さん､住田 泰典さん､杉山 和宏さん､ 

松川 英明さん 

16 日に会長幹事やたくさんの友達に見送られてオーストラリア

9670 地区に派遣交換料学生として出発した萱垣杏花さんが、無

事シドニーに到着したとの連絡がありました。ホストファミリ

ーとも打ち解け順調なオーストラリア生活のスタートを切った

様です。彼女の成長が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 17 日 Brisbane(ブリズベン)で飛行機を乗り換え、無事

Sydney(シドニー)へ到着することができました。1人で、しかも

海外で、初めて飛行機の乗り換えをするのはとても緊張しまし

たが、ひとつできることが増えて嬉しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファーストホストファミリーは、

父、母、18歳の兄と、13歳の弟、

ディーゼルという名前の犬がいます。 

私にとても親切にしてくれて、すでにオーストラリアが大好き

になりました。 

1 日目にはシドニーから家までオペラハウスや橋を見られるル

ートで帰ってくれたり、たくさんのオーストラリアの食文化に

触れさせてくれます。今では、兄と夕食を用意したり、自転車

で散歩に行ったり、兄弟とゲームをしたりして楽しんでいます。 
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