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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

1 月 犬山城ライトアップ② 新井典仁 

高山西ロータリークラブ

お祝い・会計中間報告・クラブアッセンブリー

＜会長の時間＞  広い温泉  

1/6 新年家族例会 多数の皆様の

参加で大変盛り上がり,楽しい時間を

過ごさしてもらいました。向井委員長

はじめ親睦委員会の皆様、ニコニコ委

員会の皆様そして関係の皆様、準備・

運営と本当にありがとうございました。 

今日は広い温泉の話をします。なぜ温泉好きだったのか、今とな

ってはわかりませんが、新婚旅行は雲仙・別府方面の温泉旅行でし

た。新婚旅行から戻りましたら職場の互助会から祝い金をいただき

ましたので、そのお金でもって二回目の新婚旅行に白浜・南紀勝浦

方面へ行きました。３７才で高山へ戻った時、知人のおじいさんか

ら「温泉はいいよ、新穂高の方に東洋一の広さの温泉があるよ、行

くといいよ」と言われました。当時仕事もあまりなかったので、昼

間から新平湯の方に頻繁に出かけるようになりました。正に悪魔の

ささやきでした。この時から温泉通いが始まりました。あれから数

十年たちますが、温泉で人生の何分の一かを無駄？にしてきたかわ

かりません。 

この悪魔のささやきで紹介されたのが佳留萱山荘です。今日は広

い温泉のご紹介をします。水明館別館 佳留萱山荘は広い湯船です。

まさに東洋一広いと呼ばれるにふさわしい温泉です。新穂高ロープ

ウェイへ向かい旧道を走り蒲田温泉を通り過ぎ、右側蒲田川沿いへ

下っていきますと、あります。聞くところによりますと露天風呂は

約250畳もあるそうです。いつも一畳足らずの湯船に入っている私

は、その広さに絶句しました。深さも深い所では１M 位あります。

湯の量は大変なものと思います。湯船から蒲田川を直接見ることは

できませんが、Vの字の底から山を仰ぎ見ることができます。景色

も絶景です。紅葉の時期は感動ものです。ちなみにここは混浴にな

っています。 

広い温泉に入ると心が開放的になるのかもしれませんが、風景が

違って見えると思います。無理なこじつけかもしれませんが、後ほ

ど幹事の鴻野さんの方から2630 地区の地区委員の立候補の話のお

話があるかと思いますが、ロータリー活動についてクラブを超えて

もう少し広い視野で活動をと考えている意欲ある皆様は立候補を

お願いします。きっと風景が違って見えると思います。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・1月のロータリーレートについて  

１ドル 114円（現行112円） 

 

 

◎ガバナー、地区会員増強部門委員会委員長より 

 ・新会員研修セミナー開催のご案内 

   日  時      2月12日(月・祝) 13：30点鐘16：50閉会  

場  所   名鉄グランドホテル  

参加要請    入会３年未満の会員 

◎ガバナーエレクト、次期地区代表幹事より 

 ・次期地区委員会委員候補選任手続きのご依頼 

◎高山市スポーツ推進委員会、高山市ソフトミニバレーボール選手会より 

・第69回高山西ロータリークラブ杯争奪 

高山市ソフトミニバレーボール大会の開催について 

日 時  ２月２５日(日)   ９：００～ 

   場 所  飛騨高山ビッグアリーナ 

◎高山市教育委員会 学校教育課長より 

・高山市キャリア教育を考える会総会の開催について 

日 時  ２月 ８日(木)   １４：３０～１６：００ 

   場 所  高山市役所３階行政委員会室 

◎青少年交換留学生 萱垣 杏花さんより 

・派遣報告   

◎関係各位より 

・年賀状  

◎飛騨地区小中高生徒指導連携強化委員会より 

 ・平成30年度版「あったかい言葉がけ運動」カレンダーの送付について 

◎ロータリー囲碁同好会日本支部より 

・『第19回ロータリー国際囲碁大会』開催のお知らせ 

日 時  4月22日(日)9：30点鐘 18：00～表彰式・懇親会 

会 場  日本棋院会館本院、アルカディア市ヶ谷    

登録料  18,000円(昼食代、賞品代、バス代、懇親会費含) 

＜例会変更＞ 

高山中央 …  2月 5日（月）は、節分例会のため 

18：00～ 飛騨総社 および 山陣 に 変更 

2月 12日（月）は、法定休日のため 休会 

＜受贈誌＞ 

ＲＩ日本事務局（財団室 NEWS2018 年 1 月号）、地区会大会実行委

員長（地区大会実施報告書）、直前ガバナー（地区記録誌）一般財 

団法人比国育英会バギオ基金（バギオだより2018年1月号）、美 

濃加茂ＲＣ(会報) 

 

 

＜出席報告＞ 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 33名 － 33名 40名 82.50％ 
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＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 

(当日欠席)    

古橋 直彦 

  １． ９ 

(休会中) 

蜘手 康介 

  １．３１ 

 

 

◎夫人誕生日(当日ご自宅に花束をお届け) 

  田中  武   文子 さん     １． ６ 

    米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

  門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

  堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

  垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

  住田 泰典   理恵 さん     １． ６ 

◎結婚記念日 

  伊藤 松寿   Ｓ４７．１．１１ 

  長瀬 達三   Ｈ１４．１．３０ 

 

◎出席表彰    (休会中)阪下   六代  ２９年 

平  義孝 ３１年  内田 幸洋 １７年  門前 庄次郎 １１年 

  

◎在籍周年記念表彰 

   内田 幸洋   ３０年 

◎３ヶ月表彰 

  ・内田 幸洋  ・大前 克秀 

  ・鴻野  幸泰  ・斎藤  章 

  ・阪下 六代    ・挟土 貞吉 

  ・平   義孝    ・門前 庄次郎   
 
 

会計中間報告   会計 内田 幸洋 
交換学生の関係もあり行事が増えてい

る中、都度皆様より参加会費にてご協力頂

き、本会計につきましてはおおむね予算通

りで推移しております。しかしロータリー

財団への送金、米山奨学普通寄付金の増額

等のためご協力を頂いております特別会費会計については、円安傾

向により今年度分徴収では予算不足となる為、前年までの繰越金を

利用し下半期分の送金に充てさせていただきます事ご理解の程お

願い申し上げます。 
 
 

受入学生月例報告 

Schenck  Noemi  Beatrice 

皆さんこんにちは。私は先日東京に行

きました。渋谷と原宿で買い物を沢山

しました。スカイツリーにも昇りまし

た。今週末は引っ越しです。 

 

クラブアッセンブリー  
環境保全委員長  遠藤 隆浩 

 上期はこれといった活動をしません

でしたが、下期は2月16日の担当例会

において高山税務署長青木愛様にご講

話を承ります。多数の皆様のご出席をよ

ろしくお願いします。 

 

 

ロータリー財団委員長  田近 毅 
 ロータリー財団としましては、今年度 

財団補助金を活用しての仕事を計画し、年

度始めに地区補助金委員長、堀部氏に例会

に来て頂き、地区補助金について説明して

頂きました。 

 一つの案として芸大の教授と学生に高

山に来ていただき、一流の方から中学生に管楽器のレッスンを受け

てもらい、最終日に演奏会を開くという計画を立ててみました。し

かし、御礼、諸経費等で、少なくても60万程かかり、補助金を頂

いたとしても 30 万余りかかります。また次年度は IM などもあり

色々大変なので、残念ですが中止しました。 

 

 

出席・プログラム委員長 山下 直哉 
出席・プログラム委員会の中間報告をい

たします。基本方針として各委員会と連

携し、会員のためになるプログラムの開

催をサポートする。これにつきましては

各委員長さんに任せきりなてしまって

いますが現在のところ問題なくプログラムが消化されております。

もう一つ出席率の向上を目指すということで活動をしております

が出席率９０％を超える回数が少ないので引き続き頑張ります。 
 
 
Ｓ．Ａ．Ａ  田中  武 
副委員長には黒木正人さん、委員には、

田中晶洋さん、蜘手康介さん、田邊淳さ

ん、松川英明さん（蜘手康介さんは仕事

の関係で長期休暇）以上六名です。 

SAA委員会は、基本で有ります『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有る』この事を委員全員が周知徹底し都度

打合せを遂行している次第で御座います。私委員長としましては、

SAA委員の皆さんは、私が相談指示する前に委員さん同士がお互い

に話されていて自分達で考えて行動され報告を受けている次第で

御座います。こんなに良いメンバーに恵まれて、私は何にもしない

委員会の委員長として君臨しています。良い組織とはこう言う事を

言うんだなと思いますが、他の委員会さんも、何か打合せ等が有れ

ばいつもより少し早く出てきて話されるべきだと思いますし、SAA

委員はそうしています。常に心がけている事は、ロータリーバッジ

の確認、SAA襷は必ず全員着用で行っています。又全体に気になる

のが（無断欠席、バッジの付け忘れ、時間ギリギリでの出席、弁当

の余り）等がまだ有ります、スムーズな例会が出来るように皆さん

御協力を願います。 

前期は余り活動がなく後期としましては、今度の1月26日です

がSAA委員会としまして、ゲストをお招きします。高山中央ロータ

リークラブの直前ガバナー剣田廣喜さんをお招きし講演して頂く

予定になっています、内容はロータリーとは何か等、その他面白い

話もお願いして有ります、そして3月23日にはグリーンホテルに

おきまして、ゲストを（高山労働基準監督署 所長 村瀬直貴様を

お招きしまして講演をして頂く予定で御座いますので宜しくお願

井辺 一章  １．３ 米澤 久二 １．１０ 
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い致お願い致します。尚食事及び講演場所は、松川さんが特別の部

屋を用意して頂いています、松川さんお願い致します。後残すとこ

ろ半年で御座いますが何卒御協力の程宜しくお願い致します。 

 
 

クラブ奉仕委員長  堺 和信 
8月7日に第1回クラブ奉仕委員会を開

催しました。委員には経験の浅い若い委員

長さんが多いため、初めに委員長として、

またロータリアンとしてなすべき基本的

なことを今一度確認しました。その後、会

長の基本方針に基づきどのような内容の活動を計画しているかを

具体的に説明していただき、会長・幹事や皆さんから意見をいただ

きました。また、委員会同士で連携し活動できないかも検討してい

ただきました。 

12 月 15 日の担当例会は、「クリスマス家族例会」を開催しまし

た。初めての試みで予算もなく、会員の皆様方のご協力による手作

りによるクリスマス会でしたが、ノエミや奥様方、そしてたくさん

の子供たちの参加をいただき、皆さんに楽しんでいただくことが出

来ました。 

2月には、第2回の委員会を開催し、各委員会の経過報告をお聞

きしたいと思います。 

 

 

ニコニコ委員長  住田 泰典 
今年度はこれまで通りのニコニコメッセ

ージに加え、相乗りテーマを２つ紹介する

スタイルでニコニコの喜捨をお願いして

います。一つはその時々のクラブ関連の話

題のテーマのものと、もう一つは留学生の

情報をお知らせしながらテーマとするものの２つです。非常に多く

の方にご喜捨をいただきまして、12 月末のご喜捨は出席表彰や遅

刻早退ファインなども含めまして 691,763 円をお預かりしていま

す。年度当初、年間ご喜捨合計目標金額を1,200,000円としており

ましたが、なかなかの好調でございますので、去年の秋に目標を上

方修正し1,5000,000 円にしました。この目標を達成するにはやは

り皆様方のご協力を無くしては達成できません。何卒ご理解賜りま

すようお願いいたします。なお、新年家族例会ではニコニコ委員会

担当でオークションをいたしました。皆様方のご協力で好評を得ま

して100,000 円以上をご喜捨いただきました。感謝申し上げます。

下期の目標としましては、金額目標も去ることながら、やはり相乗

りテーマでご喜捨頂くだけではなく、皆様方にメッセージをお寄せ

いただく伝統的なニコニコが盛り上がると、より楽しいニコニコに

なると思います。何卒奮ってニコニコにメッセージをお寄せいただ

けるようになるとありがたいですし、またワクワクするロータリー

活動に繋がると思います。以上です。ありがとうございました。 

 
 

雑誌・広報委員長  塚本 直人 
毎月一回雑誌の紹介を行っています。

それ以外には、今年度は広く RC 活動を

広報していくために、プレス・リリース

を多く行うことに取り組む予定でいま

したが、実際は交換留学生のノエミさん

を高山市長訪問で中日新聞に掲載され

ただけで、十分ではありませんでした。これからの下期はもう少し

積極的にプレス・リリースできるように努めます。 

1月30日実施予定の出前講座をロータリーの友に当RCの記事を掲

載してもらえるように投稿をします。 
 
 
 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん 
新年家族例会にたくさんの皆様にご参加いただきありがとうござ
いました。向井委員長はじめ親睦委員会の皆様、ニコニコ委員会の
皆様ありがとうございました。本日のクラブアッセンブリー、発表
いただく各委員会の委員長の皆様よろしくお願いします。 
●小森 丈一さん 
1月6日の新年家族例会にて、クラブからお祝いを頂きありがとう 
ございました。感謝の気持ちをニコニコへ。 
●挾土 貞吉さん 
家族例会、夫人部の踊り｢NOSS｣ワクワクしながら見ていました。 
Lineに西クラブのハッピ姿で出ており、婦人会員の入会かと思わ 
れ活躍が期待出来そうです。 
●田中 武さん 
新年家族例会、大変楽しく過ごさせていただき有難うございまし 
た。これまでに準備されました関係委員会の皆様ご苦労さまでし 
た。丁度家内の誕生日と重なり、綺麗なお花を頂き皆さんにも祝っ 
て頂きまして有難うございました。ワクワクでした。 
●塚本 直人さん 
新年おめでとうございます。先週の新年家族例会では楽しい時間を
過ごす事ができ、ありがとうございました。家内も田近さんの奥様
の指導により、良い機会と経験を与えていただいたと喜んでおりま
した。一緒に参加された方に感謝いたします。 
●伊藤 松寿さん､斎藤 章さん､門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 
1月6日の新年家族例会にご参加のみなさん、お疲れ様でした。詩
吟や親睦委員会の太鼓、奥様方の踊りなど、とても楽しい時間を過
ごせました。今年もワクワクする高山西ロータリークラブになりそ
うです。 
●向井 公規さん､住田 泰典さん､榎坂 純一さん､松川 英明さん、 
高桑 光範さん､萱垣 敬慈さん､大前 克秀さん 

先日の新年家族例会では沢山の方に出席頂き誠にありがとうござ
いました。皆様のご協力で盛り上がった会になったのではないかと
思っております。5月の新緑例会も、皆様がワクワクできる企画を
考えていますので楽しみにしていて下さい。ニコニコオークション
も多くの入札に感謝いたします。 
●田近 毅さん 
新年宴会はとても楽しかったです。奥様方に花を添えていただきありが 
とうございました。明日からノエミちゃんを預ります。 
●山下 直哉さん 
11月25日にノエミが我が家にやって来ました。最初は大丈夫かなと心
配でしたが、すぐに打ち解けてとても楽しい日々 を過ごせました。娘と
は同じ学校で毎日会うのでそんなに寂しくはないですが、私と家内はし
ばらくノエミロスです。次は田近さん、よろしくお願いします。 
●伊藤 松寿さん､大村 貴之さん 
今日は1月のノエミの来訪例会です。新年家族例会に続いて今年早
くも2度目の登場です。ノエミの成長から益々目が離せません。 
●萱垣 敬慈さん 
来週水曜日から娘が交換留学させていただいているオーストラリ
アに行って来ます。この様な機会がなければ私もオーストラリアに
行ける事はなかったと思います。皆様のお陰です。ありがとうござ
います。  
●斎藤 章さん､ 
ポスターを掲示させていただきましたが5月13日(日)私が所属し 
ております津軽三味線｢加藤流三絃道藤秋会 訓成会｣の20周年公 
演があります。2月1日よりチケット発売です。是非ともご購入宜 
しくお願い致します。少し高額ですが満足して頂けると思います。 
●長瀬 達三さん 
結婚記念の品をありがとうございました。 
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