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例会報告 
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●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 

禅    内田 新哉 

高山西ロータリークラブ 

＜会長の時間＞ 
9月は出前講座、３クラブ合同のガバ

ナー公式訪問、ワイン例会と移動例会

が続き、皆様ご苦労様でした。公式訪

問も何とか無事終わってホッとして

います。また先週のワイン例会は楽し

く終える事が出来ました。改めてワイ

ンの奥深さと、坂本さんの知識の深さに敬服致しました。鴻野さん

にもおいしい料理作って頂き、感謝いたします。 
 さて、本日は『雑誌・広報委員会』の担当例会でございます。蒲

様のお話を楽しみにさせて頂いております。宜しくお願いします。 
折角なので、委員長の井上さんの話と被らない処で「ロータリーの

友」の話を少ししたいと思います。 
 国際ロータリーの本部で編集・発行している機関誌は「ザ・ロー

タリアン」です。詳しくは調べられませんでしたが、きっと英語版

だけで翻訳版は出ていないのではと思います。「ロータリーの友」

は地域雑誌と言われ、ＲＩに正式認可されている地域雑誌は全世界

にそれぞれの言語で３２誌作られているそうです。 
その特徴としては、その地域のＲＣやロータリアンの活動を紹介す

るとともに、『ザ・ロータリアン』から指定される記事をそれぞれ

に翻訳して掲載しているとの事です。またその地域の独自の記事も

当然乗せられています。 
 創刊の歴史を見ますと、1952年（昭和27年）に今まで1つで有

った地区が２つに分かれると言う事で、以後も連絡を密にするため

に共通の機関誌を作ろうと企画され、『ロータリーの友』が翌年創

刊されました。創刊時は3300部の発行部数でしたが、現在は96,000
部発行されています。 
企画の段階で、横書きか縦書きかで意見が分かれ、一般投票が行

われ2：1で横書きになったようです。その後、俳句とか歌壇など

を縦組みにするようになり、現在の横組み・縦組み形式になったよ

うです。 
雑誌購読はロータリアンの義務の一つです。この後井上委員長か

ら雑誌の紹介が有ると思いますが、時間のある時に読むようにして

頂けると有り難く思います。私もしっかり読みたいと思います。 

 
 
 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・10月のロータリーレートについて 
  １ドル １１２円（現行どおり） 
◎ガバナー、地区代表幹事より 
・地区大会での表彰について 

 ロータリー財団表彰「ロータリー財団年間協力優秀クラブ」受章 
 

◎規定審議会世話人事務局より 
・２０１８年決議審議会決議案概要の送付に関して 

◎高山市福祉部子育て支援課長より 
・「子ども・子育て支援 市民懇談会」の開催について（ご案内） 

日時 ①10月22日（月）19:00～ ②11月2日（金）10:00～ 
会場 ①高山市役所地下市民ホール ②高山市役所２階201・203 

◎高山市都市提携委員会より 
・2018たけふ菊人形の開催について（ご案内） 

 日時   9月28日（金）～11月4日（日）      
会場  越前市武生中央公園 

＜受贈誌＞ 
高山ＲＣ（会報）、下呂ＲＣ（会報）、美濃加茂ＲＣ（会報） 
 

 

 

＜本日のプログラム＞  お祝い 
◎会員誕生日 … 当日欠席 

挾土 貞吉 10．1、 伊藤 松寿 10．1、 長瀬 達三 10.25         

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

 平  義孝・八重子さん 10.21、井辺 一章・和子さん 10. 3   

 内田 幸洋・博 子さん 10.31、 田中 正躬・妙 子さん10.28 
◎結婚記念日（一週間程前にご自宅へ商品券を郵送） 

  田近  毅   S46.10.21、 内田 幸洋   S 51.10.25 
  門前庄次郎    S57.10.11、 東  庄豪   S60.10.19、 

古橋 直彦   S62.10.18 
◎出席表彰 

 鴻野 幸泰      

４年 

 

 

 

 

 

◎在籍周年記念表彰 

      垣内 秀文   

１０年 

◎３ヶ月表彰 

 ・内田  幸洋  ・大前 克秀  ・鴻野 幸泰 ・斎藤   章 

 ・挟土  貞吉  ・平   義孝  ・門前庄次郎   

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 31名 1名 32名 40名 80.00％ 

本日 34名 － 34名 40名 85.00％ 

＜出席報告＞ 

お祝い、雑誌・広報委員会 
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雑誌・広報委員会 
雑誌・広報委員長  

井上 正  

 本日の雑誌広報委員会は、ゲスト

スピーカーにゴーアヘッドワークス

の蒲 優祐 様をお招きしました。早速

プロフィールをご紹介します。 
1984年 岐阜県高山市生まれ。デザイン専門学校を卒業後、数社

デザイン事務所を経て2012年 ゴーアヘッドワークス設立。東海地

方から全国へ幅を広げ、グラフィックデザイン・アートディレクタ

ー及び、ローリングハイパーアーティストとして活動中。「ゴキゲ

ンに楽しく、人を笑顔にさせる」をコンセプトとしてたくさんの人

が笑顔になれるビジュアルコミュニケーションを目指していらっ

しゃいます。2014年 法人化に伴い「株式会社ゴーアヘッドワーク

ス」を設立。現在、日々活動の幅を広げ、日本各地の企業、商品の

パッケージやトータルプロモーション等グラフィックデザインを

通じ、さまざまな分野で活動の幅を広げておいでです。 

 ご講話よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「飛騨に必要となる今後のデザインの可能性」 

株式会社ゴーアヘッドワークス 代表取締役 蒲 優祐 様 

今回、高山西ロータリークラブにお呼び頂き感謝します。 

弊社は「ゴキゲンに楽しく、人を笑顔にさせる」をコンセプトと

して、たくさんの人が笑顔になれるデザイン業務を中心に、さまざ

まな分野で活動の幅を広げています。ワクワクドキドキするよう

なビジュアルの提案で、しっかりとお客様の未来に繋がる「よりよ

い仕組み作り」を考え関わる人々を笑顔にさせるデザインをモット

ーにしています。 

高山市生まれで、中高を卒業後、名古屋の専門学校へ進学し、

デザインの道へ。今は、ロゴやパンフレット、会社概要、チラシ

や看板、イラストレーションから店舗デザインまで。さまざまな

デザインをしています。僕は早い時期にやりたいことが見つかり、

その方向に向かいましたが、飛騨で育つ同級生には、くすぶった

り夢が見つからない。といった現状も。そんな話を聞いて、なん

とかしたい！と思い。未来の高山を担う子供達に、さまざまな事

を体験、経験できるイベントを開催し、今まで活動をしてきました。

が、やはり単発のイベントでは自分の力不足と影響力が足りなく、

いろいろな課題だらけ。本気でやるなら、資本力が大事！と思い、

僕の中心の柱である「デザイン」で起業し、独立。会社を立ち上げ

ました。高山の魅力ある商品、企業をデザインによって変化させ、

もっともっと日本や世界に発信できるような事が出来ないか？そ

んな事を考えて、デザインを進めています。 

おかげさまで実績もでき、社員も増え、これからはもっともっ

と雇用によっても地域貢献ができるように、がんばろうと思って

います。デザインできっと未来は、高山は、日本は変わる。そう

信じてこれからも発信し、行動し、創作しながら突き進みます！ 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 
株式会社ゴーアヘッドワークス代表 蒲 優祐 様、お忙しい中ご来
訪賜り有難うございます。本日のお話を楽しみにしております。宜
しくお願いします。９月は移動例会の多い月でございました。担当
の委員会の皆さまにはお世話をかけましたが、お陰様で無事終わる
ことが出来、感謝しております。有難うございました。 
●井上 正さん、山下 直哉さん  
ゴーアヘッドワークス代表 蒲 優祐さんのご来訪を心より歓迎い 
たします。雑誌広報委員会として対外的なプロモーションをいかに 
仕掛けるかが大切だと考え、担当委員会としてデザインを通じて地 
域にコミットする蒲さんに是非お話を戴きたく卓話にお越しいた 
だきました。本日のお話大変楽しみにいたしております。宜しくお 
願いいたします。 
●阪下 六代さん  
９か月間休会しておりましたが、その間皆様にはお気遣いやご心配
を賜り、まことにありがとうございました。本例会から会員活動に
復帰させていただきますので、従前と変わらぬお付き合いのほど、
よろしくお願いいたします。 
●小森 丈一さん  
阪下会員の復帰を嬉しく思います。あまり無理をされません様に。 
●新井 典仁さん  
阪下六代さんの復帰を心待ちにしておりました。お元気そうで何よ 
りです。今後とも宜しくお願いいたします。 
●門前 庄次郎さん､田中 正躬さん､岡田 贊三さん､平 義孝さん､ 
田近 毅さん､内田 幸洋さん､斎藤 章さん､古橋 直彦さん､ 
米澤 久二さん､鴻野 幸泰さん､垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､ 
田中 晶洋さん､新井 典仁さん､住田 泰典さん､田邊 淳さん､ 
高桑 光範さん､萱垣 敬慈さん､大前 克秀さん 

阪下六代さん、おかえりなさい！！ 
●井辺 一章さん  
先日10月3日には家内の誕生日にきれいな花をありがとうござい 
ました。阪下さん、おかえりなさい！！  
●垣内 秀文さん  
先月は9/7欠席、9/14移動例会欠席、9/21ガバナー公式訪問欠席、 
9/28ワインを愉しむ会、大好きなアルコールを摂らず早退と、大 
変ご迷惑をお掛けしました。今月はそんな私を何やら表彰していた 
だけるようで何か申し訳ありません。月並みな言葉で薄っぺらいで 
すが今月から頑張ります。 
●松川 英明さん  
新しい勤務地が決まりました。十六リースの高山です！！なんとか 
地元にいられます。パソコンから自動車、機械まで何でもＯ．Ｋで 
す。ぜひお声かけをお願いします。  
●鴻野 幸泰さん  
先日の出前授業が市民時報に写真入りで出ました。誠にありがとう 
ございました。  
●山下 直哉さん  
現在行われている福井国体に長女が岐阜県代表として参加するこ 
とになりました。100Ｍハードルで出場予定です。国体はオリンピ 
ック代表選手も多く出場するので上位入賞は厳しいと思いますが、 
選ばれたことを誇りに思い楽しんでもらいたいと思います。私たち 
家族も明日から応援に行ってまいります。台風が心配ですが、皆様 
応援よろしくお願いします。  
●塚本 直人さん  
すっかり秋らしくなりました。先月の敬老の日に祖父が100歳のお 
祝い訪問を国島市長より受けました。広報高山にも載せていただき 
嬉しかったです。折茂先生の所でお世話になっていますが、まだま 
だ元気です。お蔭さまで有難うございます。  
●岡田 贊三さん､平 義孝さん､内田 幸洋さん､田近 毅さん､ 
田中 武さん､鴻野 幸泰さん､新井 典仁さん､黒木 正人さん 

長寿！塚本留吉さん。会員 塚本直人さんの祖父留吉さんが今年100
歳を迎えられ、敬老の日に市長より記念品が贈られました。市内で
は27人が100歳を迎えられ、100歳以上が計81人。健康で長生き、
尊敬いたします。 


	10-5
	10-5会員

