
                                        

 

 

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 

夜明け    内田 新哉 

高山西ロータリークラブ 

＜会長の時間＞ 
先日のＩＭはご苦労様でした。お陰

様で一部の式典、二部の懇親会ともい

い形で終える事が出来たと思ってい

ます。岡田贊三さんのお話もあっとい

う間の 1 時間半ですごく良いお話を

聞かせて頂いたと思っています。また

職人学舎の皆さんの直向きに取り組もうとしている姿勢にも感激

しました。有難うございました。改めて、内田アシスタントガバナ

ーさん、古橋実行委員長を初めそれぞれの部会の委員長さん、そし

てメンバーの皆さんありがとうございました。 

今回は古橋実行委員長の思いでもあります、若い方に積極的に関

わって頂きました。ＩＭは6年後また回ってきます。今回頑張って

頂きました皆さんが中心となって、また素晴らしいＩＭを開催して

頂けるのではないかと楽しみにしております。宜しくお願いします。 

 また地区大会の折にロータリー財団より表彰して頂きました。

いくつか表彰項目が有るようですが、当クラブは昨年度年間寄付金

額１人あたり340ドルと言う事で第2位でした。通常の一人150ド

ルの寄付と、ポールハリスフェローに7 人の方が1000 ドル寄付をし

て頂いた事によります。会員の皆様に感謝申し上げ、報告致します。 

さて今回は会長の時間を短めにしまして、これからＩＡ副委員長

の新井さんに、先日行われましたＩＡ飛騨地区合同研修会の様子を

話して頂きます。毎年それぞれに、委員長さんには地区の研修会な

どに行って頂いておりますが、その内容を中々皆さんに知って頂く

機会がありません。出来るだけその内容を知って頂き共有して行く

事が大切に思っています。今日はその第一回と言う事で、新井さん

にお願いしました。時間があまり無い処で申し訳ありませんが宜し

くお願いします。 

みなさん、こんにちは。インター

アクト副委員長の新井です。 
先日10 月21 日、下呂市にあり

ます下呂交流会館にて飛騨地区イ

ンターアクトクラブ合同研修会に

参加させて頂きました。 
研修会は飛騨高山高校・斐太高

校・益田清風高校のインターアク

トクラブの学生さんや先生、高山

の３ロータリークラブと下呂ロータリークラブのインターアクト

委員長さんらに加え、来賓・特別出席者として、濃飛グループ内田

ガバナー補佐、インターアクト部門の委員さん方と益田清風高校の

教頭先生が参加されました。 
研修会では主に益田清風高校ご出身で現在は三菱商事にお勤め

の「布目直子」さんを講師に迎えまして、「自分の魅力を発見・発

信！」というテーマで高校時代のインターアクトクラブでの活動や

フランスへの留学、大学時代の活動など、ご自身の経験を交えて、

将来の目標を明確にする事の大切さや大学選びのポイント、さらに

は就職活動でのアピール力など幅広くお話ししてくださいました。 
最後に、内田ガバナー補佐からの講評にて高校生たち、エールを頂

きまして、研修会は無事閉会となりました。 
たいへん、高校生たちにとってはもちろん私にとっても有意義な研

修会となりました。有難うございました。 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・11月のロータリーレートについて １ドル 112円（現行どおり） 

◎ガバナーより 

・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  

（一人当たり年次寄付額地区第二位）」 

◎ガバナー、地区年次大会実行委員長より 

 ・地区大会ご参加の御礼、地区大会実施報告書 

◎ガバナーより 

・2021－2022年度ガバナー候補者の推薦について 

推薦募集締切  ２０１９年１月２０日(日) 

書類提出先  地区指名委員会 

◎ガバナー、ガバナーエレクト、地区ロータリー財団部門委員長より 

 ・地区補助金の募集と申請について 

  申 請 者  2630地区ロークリークラブ(1クラブ１ロ） 

募集ロ数  合計口数制限なし。申請順に審査 

募集金額  （1）クラブが申請できる金額は「2630地区補助 

金支給規定」による 

（2）承認した申請額が予算額を超えた場合は事 

業内容により補助金額変更の場合もあり 

対象期間  2019年7月1日以降、2020年3月末までにプロ 

ジェクトを実施・完了し、事業終了後1か月以内 

に最終報告書を提出して下さい。 

申請期間  2018年12月1日から 

◎ガバナー、地区奉仕プロジェクト委員長、国際奉仕小委員会長より 

・地区世界社会奉仕補助金申請・後期の受付のご案内 

申請締切   １２月２５日(火) 翌年２月末交付予定 

◎高山市スポーツ少年団より 

・平成30年度高山市スポーツ少年団大会（助成金贈呈式）ご臨席のお願い 

日時   １２月 ２日(日) １０：３０～ 

会場   飛騨高山ビックアリーナ 

◎高山市民憲章推進協議会より 

 ・高山市民憲章推進協議会文化講演会の開催について(ご案内) 

日時  11月29日(木)    

18：30～フラワーコンクール 表彰式19：00～開演 

  場所  高山市民会館小ホール 

  講演  ｢健康寿命について｣ 根尾 実喜子 氏 
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＜例会変更＞ 

高  山 ……  11月15日（木）は、定款により 休会 

11月29日（木）は、職業奉仕移動例会のため、 

28～29日 浜岡原子力発電所等 に 変更 

12月20日（木）は、忘年例会のため  

18：30～角正 に 変更 

12月27日（木）は、定款により 休会 

 高山中央  ……  11月19日（月）は、定款により 休会 

12月17日（月）は、忘年例会のため   

18：30～ 銀風 に 変更 

12月24日（月）は、法定休日のため 休会 

12月31日（月）は、定款により 休会 

＜受贈誌＞ 

台北市松年福祉會(玉蘭荘だより) 、社団法人高山市文化協会(広 

報高山の文化No203)、東日観光(株)（2019ハンブルグ国際大会参 

加旅行パンフレット）、(財)比国育英会バギオ基金（バギオだより 

Vol.69）、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよりNo75) 

 

 

 
 
 
＜本日のプログラム＞ 
  お祝い 
◎会員誕生日 

住田 泰典  １１．１９ 

（当日欠席）田中 晶洋  １１． ６ 

◎夫人誕生日 

  小森  丈一   映子  さん    １１．１７ 

折茂  謙一   佑子  さん   １１．  ３  

  岡田  贊三   芳子  さん   １１． ６  

田近   毅   薫   さん   １１．  １   

  伊藤  松寿   早苗  さん   １１．２０ 

  阪下  六代   惠子  さん   １１．１４   

  鴻野  幸泰   尚美  さん   １１．２８ 

  大前  克秀      久美子 さん   １１． ８ 

◎結婚記念日 

  平  義孝  Ｓ35．11． 3、小森 丈一 Ｓ39．11．11 

  田中  武  Ｓ45．11．18、田中 正躬 Ｓ45．11．29 

米澤 久二  Ｓ57．11．20、垣内 秀文 Ｓ60．11． 4 

下屋勝比古  Ｈ 3．11． 4、向井 公規 Ｈ17．11． 6 

榎坂 純一  Ｈ23．11．13、松川 英明 Ｈ元．11．18 

萱垣 敬慈  Ｈ10．11．11 

◎出席表彰 

  田中 武      

１４年 

◎在籍周年記念表彰 

      ナシ 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿   ・井辺 一章 

・杉山 和宏  ・田中  武 

・田中 正躬  ・米澤 久二 

 

 

地区大会報告 
井上 正  

今回の地区大会を通じ、2 つの

印象的な出来事がありました。1

つ目は、夜の懇親会のことです。 

幅広い世代の会員のみなさんで 

お酒を酌み交わし、さまざまに語

り合えたことは、我々世代にはと

ても良い刺激と機会となりました。ついつい、ふぐひれ酒を飲み

過ぎてしまいました。 

また、二次会は、ザ柳ヶ瀬と言える、生演奏付きのクラブでの

カラオケでした。皆さん、とても歌がお上手で、とても良い貴重

な経験をさせていただきました。大人の社交場を感じさせる、と

ても良い機会でした。 

二つ目は、アグネスチャンさんの講演でした。とてもチャーミ

ングで、お若く、また、聴衆の心を惹きつける進め方と、動きを

交えながら場をひとつにまとめるまとめ方に、とても感心いたし

ました。 

 

 垣内 秀文 

私が今回の目的としたことは

気の早い話ですが次年度、津市

にて行われる地区大会に向けて

の幹事としてのお勉強です。早

朝バスの中から田中正躬幹事の

近くに陣取り、一挙手一投足に

気を配りながらの二日間でした

が懇親会の後の三次会までのお付き合いにて充分に第一の目的は

果せた事と思います 

 さて、地区大会初日はお昼ごはんが大変良すぎて、意識を失うこ

とが多々有り反省しておりますがオープニングは県立岐阜商業高

校の吹奏楽部演奏でした。全国大会で上位入賞を収めているそうで

大河ドラマ「せごどん」のテーマ曲は素晴らしく圧巻でした 

 2710 地区パストガバナーの西村栄時さんの基調講演「ロータリ

ーを知り、ロータリーを楽しむ」を拝聴いたしました。ロータリー

の真価はいくらお金を集めたか、何人会員を増強したかではなく奉

仕の理想を会得したロータリアンを何人育てたか？と言うところ

にある、2630地区は5000人から約」3000人に会員が減少しました

が、ここ数年は大きな変化はないそうです 

 以前は会員をとにかく増やすことに力を注いでいましたが、これ

からはある程度活動が出来る人たちに入会して頂く事が重要！ロ

ータリアンになった人たちが自らの行動等をシッカリする事によ

り社会のリーダーとなり認められ自然と会員数も増えるのではな

いかと話されておりました。大変貴重な基調講演でした 

 休憩をはさみ財団表彰では我が西クラブも表彰いただきました、

壇上に上がった門前会長の颯爽とした所作は他クラブの会長さん

よりも格好良くまさに表彰映えする姿であった事を報告します

（（笑） 

 その後交換留学生のスピーチがありました大変緊張しているよ

うに見えましたが素晴らしく、特に青木のどかさんは原稿を見るで

もなく自分の言葉でしっかりスピーチされ感動いたしました。  

 二日目はRI会長代理のアドレスがあり、最後はアグネ・スチャ

ン様によります記念公演「みんな地球に生きるひと～日本の国際化

と子どもの未来～」と題し体験談をお話頂きました、テレビで拝見

するよりも小柄な華奢な方で可愛かったです、独特な訛りは健在で

悲惨な世界各国の子供の現状を、話が暗くならないようにアイドル

時代のジョークを交えて上手にお話し頂き大袈裟ですが二日間全

部持っていってしまいました。 
 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 31名 5名 36名 40名 90.00％ 

本日 29名 － 29名 40名 72.50％ 

＜出席報告＞ 
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米澤 久二 

RI 会長代理の本田さんの元気な

クラブを作る、クラブの活性化を

図るという話を熱心に聞きました。 

クラブの５年後の将来の姿、長

期戦略目標を会員全員の参加で考

える、そして会員それぞれにとっ

てロータリ-とは何かを考えても

らう。長期戦略目標を達成するた

めにクラブ運営をどうして行くのかを、みんなで考える。 

高山西ロータリークラブも40人台のクラブになってしまいまし

た。クラブの活性化を図るには本田さんの言われるようなクラブの

改革を迫られていると思います。門前会長のもとクラブ運営の新し

い試み、CLP導入の検討も始まりました。会員全員で新しい試みに

チャレンジしましょう、と思いをあらたにしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●濃飛グループガバナー補佐 内田 幸洋さん  
ＩＭでは皆様のご協力にて無事済ますことが出来ました。誠にあり
がとうございました。明日多治見、明後日各務原のＩＭに行ってき
ます。 
●ＩＭ実行委員長 古橋 直彦さん  
濃飛グループＩＭを会員の皆様のおかげをもちまして盛大に開催 
することが出来ました。心より感謝申し上げます。なお、報告書は 
田中晶洋委員長の下、作成中です。12月中の配布の予定ですので 
田中さん、新井さん、住田さんよろしくお願いします。 
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 
先日のＩＭ、皆さんご苦労様でした。お蔭さまでいい形で終わるこ 
とが出来ました。改めて、内田アシスタントガバナー、古橋実行委 
員長をはじめ会員の皆様に感謝申し上げます。本日は地区大会報告 
です。かなり日にちも経っておりますが、井上さん、垣内さん、米 
澤さん、報告をよろしくお願いします。 
●挟土 貞吉さん  
先般のＩＭ大成功、皆さんご苦労様でした。内田ＡＧは今はホッと 
し、感謝と喜びを噛み締め、次の意欲が湧いていることだろうと推 
察します。また次は俺がＡＧいやガバナーを目指すと、ひそかに思 
っているメンバーが多数いる(？)こと聞き楽しみです。あのＩＭ当 
日、ビックアリーナで飛騨少年剣道錬成大会があり、また孫が個人、 
団体とも連続優勝し爺は喜びに浸っております。  
●塚本 直人さん  
紅葉がとても美しい季節になりました。寒暖の差が激しいのでみな 
さま体調管理にはお気を付けください下さい。内田アシスタントガ 
バナーのもとＩＭが大成功に結べたこと、最高でした。皆様お疲れ 
さまです。  
●伊藤 松寿さん､平 義孝さん､斎藤 章さん､小森 丈一さん､ 

米澤 久二さん､田中 武さん､鴻野 幸泰さん､垣内 秀文さん､ 
井上 正さん､新井 典仁さん､住田 泰典さん､田邊 淳さん､ 

国際ロータリー第2630地区濃飛グループ インターシティ・ミーテ 
ィング大成功！お疲れさまでした！！  
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん  
次年度役員・理事候補者名簿貼りだしました。なんかもう始まって 
いるかの様で緊張しております。どうぞ宜しくお願いいたします。 
●折茂 謙一さん  
11月3日、妻の誕生日にお花を贈っていただきありがとうござい 
ました。 
●堺 和信さん  
昨日ポール・マッカートニー名古屋公演に行って来ました。76歳 
という年齢にもかかわらず40曲以上休みなしで水も飲まず歌い上 
げました。レット一トビーが流れたときは鳥肌が立ち感動しまし 
た。一生の思い出になりました。 
●下屋 勝比古さん  
飛騨高山ブラックブルズ岐阜、破竹の6連勝。明後日からの稀勢の 
里と共に応援お願いします。 
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