
                                       No.2541 例会平成 30 年 7月 20 日 

  

 

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   門前 庄次郎 

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長    黒木 正人  

                               

 

   インスピレーションになろう 

｢おなじ星を見ていた - ギアリンクスの架ける虹 -｣より 

胸の奥の夏へ    内田 新哉 

高山西ロータリークラブ 

＜会長の時間＞ 
こんにちは。毎日暑い暑い日が続い

ております。これだけ暑い日が続きま

すと体も悲鳴を上げている様に感じ

ますが、皆様体調の方は如何でしょう

か。この暑さは高山でもまだまだ続く

ようです。こまめに水分を取って熱中

症等に十分に気を付けて頂きたいと思います。 

 さて本日はクラブアッセンブリーです。今年度の委員会の活動の

内容や思いをお話頂きますが、各委員長さん宜しくお願いします。 

今年度をスタートするにあたって、４月頃、若手の委員長さんと意

見交換する場を設けました。その時はあまり委員長の経験が無いキ

ャリアの若い方を中心に声を掛けさせて頂きました。 

 その場では私の思いも沢山話させて頂きましたが、それぞれの委

員長さんも、ロータリーに対する思いや、こんな事をやったらどう

だろう等、色々意見を出して頂き、良い意見交流の場になったと思

っています。そしてその時の思いを反映し、また私の思いも取り入

れて頂いて、今年度の活動計画を作って頂きました。 

 また、前回もお話しましたが、活動内容を決めて行く上で、『ロ

ータリーの公共のイメージの向上、認知度を高める』事と他団体と

の連携・協力を図る。事を思いに込めました。幾つかの事業におい

ては他団体と交流を図りながら、いろんな方達にロータリーの活動

への思い、活動の内容を知って頂き、イメージの向上と共に、活動

が会員増強に繋がって行けば良いと思っています。 

その為に、今年度は移動例会が多くなっていますが、まずはやっ

てみて、そして振り返る。そんな思いでおりますので、ご協力をお

願い致します。 
 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 

・2018-2019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13(土) 13：00開会点鐘14日(日)12：40閉会点鐘 

会  場 長良川国際会議場館  

   登録料 会員 10,000円  ご夫人 5,000円   

◎ガバナーより 

 ・訃報  2002-03年度ガバナー 服部 芳樹 様  

6月29日ご逝去。葬儀は家族葬にて執り行われました。 

香典・弔電・弔問などは固辞されるご意向です      

◎ガバナー、地区職業奉仕部門委員長より 

・「服部芳樹パストガバナー追悼研修セミナー」開催のご案内 

（地区研修委員会・職業奉仕部委員会合同研修セミナー） 

日時   7月29日(日)点鐘11:00 閉会点鐘17:00  

場所   岐阜都ホテル   岐阜市長良福光 

  ※服部ＰＧにゆかりのある方等、参加希望の方へ再度ご案内 

＜受贈誌＞ 

高山ＲＣ（活動計画書）、高山中央ＲＣ（会報、活動計画書）、 

可児ＲＣ（活動計画書）、 

 

  

 

 
 
 

＜本日のプログラム＞  クラブアッセンブリー 
ＳＡＡ   田近 毅 

副委員長 : 堺、委員 : 井上、榎

坂、高桑、大前、東 

基本方針は、例会がスムーズに運

営される様に努める。 

席については、理事会と相談の

上、年3回程度指定席にしてみる。 

担当例会は1回目、9月28日（金）

夜間家族例会を計画。2回目、 

ジビエ（シシ鍋）を試食し、その後地元猟師さんのお話しを聞く予

定。 

 

 

クラブ奉仕委員長 鴻野 幸泰  

本年度の基本方針は、会長の方

針に従い各委員会の連携を調整し

活性化を図る、です。副委員長は

平義孝さんです。委員には会報、

親睦、ニコニコ雑誌広報、会員増

強、職業分類選考、出席プログラ

ム、ロータリー情報の各委員長さ

んです。 昨日の委員会会議の中で確認させていただいた事は、各

委員会内での情報共有と他委員会との協力です。 

担当委員会は12月と4月にあります。12月についてはひだしん

のサロンを借りて夜間例会を計画しています。4月についてはまだ

未定ですので決まり次第報告させていただきます。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 36名 2名 38名 40名 95.00％ 

本日 29名 － 29名 40名 72.50％ 

＜出席報告＞ 

クラブアッセンブリー 
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青少年奉仕委員長  田中 晶洋 

今年度は委員長が私、副委員長に黒木

さん、委員に酒井さん向井さん中林さん

の5名です向かっていきたいと思います。

基本方針は①青少年の皆出席表彰や活

動への協賛を通じて支援する。②キャリ

ア教育の一環である出前講座を通じて青少年に人生や職業に対す

る夢を与える、です。ロータリークラブ活動における青少年奉仕の

意味合いを私なりに考えたんですが、青少年がロータリアンのひと

となりを見て大人になることに夢を持ってもらうことなんじゃな

いかと思います。大人が毎日辛い、苦しいと言っていたらそれを見

た子供は大人になることに夢を持てませんが、大人が楽しそうにし

ていたり、いきいきと仕事をしている姿を見せることによって、あ

んな大人になりたいと夢を持つのではないでしょうか？そんな姿

を子供たちに見せるのが我々ロータリアンの青少年奉仕だと考え

ます。今年度は教育委員会からの熱い要望で出前講座を東山中学校

と荘川中学校の２校を担当することとなりました。この出前講座に

は教育委員会の梶田先生がかなり熱い思いがありまして、ぜひ子供

たちにロータリアンの皆さんの失敗談や人生観を話してやって下

さいとのことですので是非たくさんの方に講師として出ていただ

きたいと思います。 

前回の説明で少しわかりにくかったと思いますのでもう一度説

明させていただきます。９月14日（金）東山中学校での出前講座

は移動例会となります。出欠ですが①講師としてお話しいただける

方、話は出来ないが開会式には参加できる方どちらも出席に〇をつ

けてください。開会式だけ出席して後は昼食会場のグリーンホテル

に向かうという方も出席でお願いします。出来るだけ中学生の講座

風景も見ていただきたいとは思いますが。②次に是非中学生と話を

してみたいという方は講義テーマをご記入いただきたいと思いま

す。「私の失敗談」や「私の少年時代」でも「私の仕事観」でも「お

仕事の紹介」でも「夢を語る」でも何でも結構です。③閉会後の食

事会をグリーンホテルさんで予定しておりますのでそちらの出欠

も後程取らせていただきますが、開会式も講義も出ないけど食事だ

け行くという方は申し訳ありませんがお受けできませんのでお願

いいたします。 

 

 

親睦委員長 住田 泰典 

今年度親睦活動・趣味の会委員会を

担当させていただく住田泰典でござ

います。メンバーは副委員長に下屋勝

比古さん、委員に東庄豪さん、長瀬達

三さん、杉山和宏さん、榎坂純一さん、

萱垣敬慈さん、大前克秀さん、中林康

弘さんです。門前会長の「ロータリーに創意と工夫を、そしてロー

タリーを楽しもう」のスローガンの下、会員相互の絆がより深まる

ように努めて参ります。 

活動内容は毎年恒例ではございますが、8 月 10 日の納涼浴衣例

会、1月12日の新年家族例会、6月2日の新緑例会を予定していま

す。また、クラブ奉仕委員会さんご担当の夜間移動例会のお手伝い

もさせていただく予定です。1年間どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

会報委員長  黒木 正人 

 会報委員会は、委員長黒木、副委

員長榎坂さん、委員小森さんの3名で

運営します。 

 基本方針として、当クラブの活動を

しっかりと記録し、SNS等を活用して 

会員に共有します。また創意と工夫の一環として、会報に「会員お

薦めの本・映画」を紹介するコーナーを設けます。これは追って原

稿を依頼しますので、よろしくお願いします。 

 ロータリーの例会報告の右上の写真には、私が14年前に出版し

た詩画集「同じ星を見ていた」から、毎月中澤さんに絵を選んでも

らい掲載しますので、どうぞお楽しみください。 

 

 

ニコニコ委員長   新井 典仁 

今年度、ニコニコ委員長を仰せつかりました新井です。 

委員は、委員長にわたくし新井、副委員長に大村さん、委員に松川

さん、萱垣さんです。 

基本方針としましては、「会員・家族・事業所等の慶び事、お祝

い事をニコニコしながら披露し、喜びを分かち合い、また失敗した

り迷惑をかけた時もユーモアたっぷりと披露し、例会を賑わせて親

睦を増進するよう努める」という事です。 

活動内容としましては、ほぼ例年通りなのですが、今年度は1つ

新たな制度の導入をさせて頂きたいと思います。 

その新たな制度とは『ニコニコ預り金制度』というものです。こ

の制度は、まず前もって最初に１万円以上の額からお預かりする事

が出来（追加で入金される場合も１万円からお預かりします）、ニ

コニコや相乗りなどニコニコに関する事なら何でもお預け頂いた

額の範囲内で喜捨することが出来るというものです。 

例えば、例会に出られない時などラインやお電話でご連絡頂き

「今日の相乗りテーマに1,000円喜捨してください」などという事

も出来ますし、ニコニコの内容を事前にFAXやラインなどで教えて

頂ければ、例会を休みながらにして喜捨できるというわけです。 

もちろん、預り金を減らしたくない場合は、「今日は現金で喜捨す

るよ」という事も出来ますのでご安心下さい。 

預り金などは各会員ごとにニコニコ委員会が責任をもって管理

いたしますので、現在の残高などを知りたい場合はニコニコ委員も

しくは事務局にお聞きください。 

ただし、気を付けて頂きたい点が1つございます。それは、今年

度に預けて頂いたお金は今年度中にすべて喜捨して頂かなければ

いけないということです。もし、年度の終了時点で残高があった場

合でも残りはすべてニコニコとして喜捨して頂いたと判断し、今年

度に喜捨額に含ませて頂きます。そして次の新年度に向けて預り金

はすべてリセットされます。１年間宜しくお願い致します。 

 

 

雑誌広報委員長代理 副委員長 伊藤 松寿 

・プレスリリースを積極的に展開する。 

・FacebookyaやYou Tubeを活用したクラブ活動周知 

・毎月の第例会時に、「ロータリーの友」の記事を紹介する 
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職業分類・選考委員長  平 義孝 

基本方針 : 地域社会の急激な変化に応じ、それに伴う新しい職

業にロータリーを開放し、バランスのとれた会員構成に努力する。 

活動計画 

1．会員増強委員会と連携をとりながら新会員の発掘に努める 

2. 基本方針にのっとり、新しい職業への関心を強めていく 

3. 職業分類における諸問題について理事会に諮り、充填に努力 

  する 

4. 必要に応じ、職業分類を新しくオープンにする事に留意する 

 
 
出席・プログラム委員長  田邊 淳 

メンバーは副委員長に塚本さん、委員に狭土さんです。 

基本方針は昨年同様ですが 

①各委員会と連携し、会員の為になるプログラム開催をサポート 

②出席率の向上を目指す 

出席率向上の為、今年度は「ベテラン会員同行のメイク日」を年

4 回設定します。さしあたって 7～9 月に門前会長同行のメイク日

を設定したいと予定しております。 

過去出席率データから推察するに、現在は出席率 80％台となって

おりますがメイクを今までより月平均で5回（人）増やせば、出席

率は 90％台になります。止む無く欠席の場合、ふるってメイクし

ましょう。 

 

 

ロータリー情報委員長  古橋 直彦 

この委員会は会長経験者の持ち上がりでメンバー構成されてい

ます。今年度は、副委員長 田中武さん、委員 井辺さんの3名で

担当致します。 

基本方針は、例年のごとくですが新入会員オリエンテーションを

実施し、ロータリアンとしての意識高揚が目的です。 

昨年と同様、テキストは「今日からロータリアン」に加え、服部

芳樹パストガバナーの「Ⅰ serve」を用意しました。楽しくて深

みのあるミーティングを心掛けるつもりです。多くの新入会員が参

加されるよう期待しています。 

 

 

職業奉仕委員長  下屋 勝比古 

副委員長には、留学生カウンセラーでお世話になった伊藤 松寿

さん。委員には田邊さんで委員会を運営していきます。 

私自身がようやくロータリー活動を理解できるようになってき

たことを、さらに職業奉仕という分野でしっかりと意味を理解し、

様々な職業の方の思いや熱意を感じとっていきましょう。 

また、「四つのテスト」が日常の業務に役立っていることを思い、

いつでも唱和してロータリアンとして自覚を深めていきます。 

事業計画は、職場訪問は「打江精機株式会社」さんへ来年3月8 

日にお願いしています。6月7日には、ゲストスピーチを予定して

います。お話をしていただきたい方がお見えでしたらご紹介くださ

い。よろしくお願いいたします。   

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員長  塚本 直人 

国際奉仕・友好クラブ委員会は萱垣副委員長、井辺委員の3人で

活動を行います。例年通り、飛騨高山国際協会、高山デンバー友好

協会の活動に協力いたします。 

 ゲストスピーチは２回予定しており、みなさまに役立つ情報とし

て「飛騨高山のインバウンドの現在」について卓話を予定していま

す。市役所職員の方、高山赤十字病院の先生をお招きし、それぞれ

のお立場からご講演を行います。充実した国際奉仕活動を行えるよ

う努力します。 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 

昨日は｢クラブ奉仕委員会｣を行いました。鴻野委員長には、準備・ 

進行等やって頂きご苦労様でした。色々意見交換もでき良い委員会 

になったと思います。ありがとうございました。また本日はクラブ 

アッセンブリーでも各委員長さんよろしくお願いします。 

●鴻野 幸泰さん 

昨日のクラブ奉仕委員会の会議に出席いただいた各委員長さん方

誠にありがとうございました。大変有意義な話し合いになったこと

を感謝申し上げます。 

●挟土 貞吉さん 

今日の中日新聞朝刊に孫の剣道、東京武道館行の記事が出ていまし 

たので。 

●米澤 久二さん 

テニスのウィンブルドン大会男子の準決勝戦は 6 時間半を超える

大熱戦でした。最後は右利きの選手が転んで急遽左手で打ち見事勝

利しました。「最後まであきらめるな!!」と、教訓とします。 

●下屋 勝比古さん 

暑いですね～、熱中症に気を付けましょう。来週は猛暑の中、女子

高生とインターハイに三重に行ってきます。初戦突破を目指しま

す。 

●塚本 直人さん 

いよいよ明日から子供たちの夏休みが始まります。親にとっては大

変ですが、夏を楽しみたいです。門前会長・田中幹事となって初め

て例会に参加します。充実した年度になる事を楽しみにしていま

す。僕も精一杯協力しますのでよろしくお願いいたします。 

●新井 典仁さん 

萱垣さん、ハピリ訪問看護ステーションの開業おめでとうございま

す。  

●大前 克秀さん 

全国古民家再生協会の月刊誌｢ジャパトラ｣を配布させていただき

ました。一読いただければ幸いです。 

●伊藤 松寿さん､平 義孝さん､古橋 直彦さん､田中 武さん､ 

遠藤 隆浩さん､新井 典仁さん､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 

7月19日クラブ奉仕委員会会合お疲れさまでした。クラブ運営に 

対して前向きで活発な意見がたくさん出ました!! 
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