
No.2565 例会平成 31 年 2月 1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 

汽車を待つ    内田 新哉 

高山西ロータリークラブ 

お祝い・ニコニコ委員会 

＜会長の時間＞ 
1 月は「職業奉仕月間」でした。先週紹

介されました「ロータリーの友」１月号に

も特集を組まれていましたので読まれてい

るところだと思いますが、本日はその中か

ら抜粋しながら、職業奉仕についてお話を

させて頂きたいと思います。 

 ご存知の様にロータリーには５つの奉仕部門が有ります。以前は

「四大奉仕」でしたが、2010 年の規定審議会で「新世代奉仕」現

在の「青少年奉仕」が増えまして、「五大奉仕部門」となりました。  

その奉仕部門の中で「ロータリーの本質は職業奉仕にあり。」とは

良く言われる処です。ではその職業奉仕はどんな事をする奉仕かと

問われると、「自分の職業を生かして社会のために尽くす事。」と返

答される方が多いのではないでしょうか。例えばお医者さんが災害

の被災地に行って無料で診療する。弁護士さんが無料で法律相談を

する。これは立派な行為ですが、ロータリーでは職業奉仕ではなく、

むしろ社会奉仕だと言われるようです。 

 では職業奉仕とはどういうことなのでしょう。ロータリーは米国

で生まれましたので文言は英語で表記されています。英語では「ヴ

ォケーショナル・サーヴィス」と言うそうですが、それを職業奉仕

と和訳したため概念が分りにくくなったのではと言われています。

ヴォケーションは天職、神から与えられた世のためになる職業と言

う事だそうです。サービス（奉仕）は自己の利害を離れて、社会や

公共に尽くす事です。ゆえに皆さんの職業は天から与えられた職業

であり、その活動自体が他のためになる事、そんな概念だと思いま

す。私達の日常の業務の中での普通に行う職業活動の中にこそ、ロ

ータリーで考える意味での職業奉仕が出来ると思います。 

 そして職業奉仕をしっかりやってこそ、会社が繁栄し利益もつい

てくるのではないでしょうか。 

どんな職業にも相手があります。例えばお医者さんで言えば患者

さん、先生で言えば生徒さん、そして私たちの様な仕事で言えばお

客さんになります。どんな職業でも相手の気持ちになり、相手の立

場になり対応していくことが大切であり、そう出来る事は倫理的に

も大変素晴らしい事だと思います。そしてそう言った行為が結果と

して信頼を得、繁盛して行く。そう言う事だと思います。 

 そして職業奉仕のよりどころとして、『四つのテスト』が有る様

に思いますし、ロータリーのモットーである「最も奉仕するもの、

最も報われる。」に帰って行くように思います。 
 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・2月のロータリーレートについて 1ドル 110円（1月112円） 

◎ガバナーエレクトより 

 ・2019年会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）のご案内 

日時 3月9日（土）点鐘10：30 懇親会17：00終了18：30 

   場所 ホテルグリーンパーク津 

 

◎高山市ソフトミニバレーボール選手会、高山市体育指導委員会より 

・第71回高山西ＲＣ杯争奪高山市ソフトミニバレーボール大会について 

日時  ２月２４日(日)  午前９時より 

会場  飛騨高山ビックアリーナ 

＊開会式にてご祝辞を賜りたくお願い申し上げます 

＜例会変更＞ 

高山中央 …  2月 4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11日（月）は、法定休日のため 休会 

3月18日（月）は、定款により 休会 

3月25日（月）は、夜例会のため 

18：30～ ひだホテルプラザ3階 に変更 

＜受贈誌＞ 

高山ＲＣ（会報）、(株)クマヒラ（抜萃のつゞりその七十八） 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日     （当日欠席）山下 直哉  ２． ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       折茂 謙一  遠藤 隆浩  鴻野 幸泰  黒木 正人 

        ２． ７    ２． ２  ２．１３   ２．１６ 

◎夫人誕生日 

      田中 晶洋   晶 子さん     ２．２４ 

     杉山 和宏   啓  美さん     ２．１９ 

 

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 29名 ５名 34名 40名 87.50% 

本日 32名 － 32名 40名 80.00％ 
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◎結婚記念日 

     岡田 贊三   Ｓ４８．２．１０ 

     田邊  淳   Ｈ  ６．２．２６ 

     杉山 和宏   Ｈ１５．２．２３ 

◎出席表彰、在籍周年記念表彰        なし 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿  ・井辺 一章 ・垣内 秀文 ・下屋 勝比古 

・杉山 和宏  ・田中  武 ・田中 正躬 ・米澤 久二  

 

ニコニコ委員会  委員長   新井 典仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。ニコニコ委員長の新井です。ニコニコ担当

例会という事でお時間頂きまして有難うございます！ 

今日は、2010年7月始まりの年度から2018年6月まで、昨年度

までのニコニコの中で、たいへん恐縮ですが、私が独断と偏見で選

ばせて頂いたニコニコを僭越ながら私から一言コメントを添えさ

せてもらったりしながら再披露させて頂きます。 

古い順に披露させて頂いて、それなりに数がありますので、途中

でお時間となり次第終了させて頂きますが、なるべく選んだものは

全部披露したいと思います。どんな基準で選んだら良いか悩みまし

たが、まず6、7割がたが行事や誰かに対するお礼とかとかだった

りしますので、そういうのとか来訪者に対する歓迎とかはなるべく

省かせて頂きました。あと、現会員の方のみニコニコを選ばせて頂

きました。ひとつも披露出来ない方もいらっしゃるかもしれないで

すが、ご容赦くださいませ。それでは披露して参ります。 

 

伊藤 松寿さん  平成22年12月17日 

大事なネームプレートを家へ持って帰ったまま今日忘れてきまし

た、誠にスミマセン。来週は必ず持って来ます。 

ニコニコ委員長コメント わざわざニコニコで、お人柄が感じられ

ました。 

伊藤 松寿さん  平成22年12月24日 

またまたネームプレートを忘れてきました。誠に申し訳ありません。

年が改まりましたらお返しします。いずれにせよ鍋島会長・中村幹

事、本年度の前期が終わり折り返し地点となりました。おめでとう

ございます。後期もガンバッテ下さい。 

ニコニコ委員長コメント またまた、お人柄が感じられました。 

伊藤 松寿さん  平成23年1月24日 

またまたネームプレートを忘れてきました。決して私の「ロータリ

ー・コレクション」の一品加えている訳ではありません。念のため

申し添えます。（田中SAA委員長よりちゃんと返すようにとの教育

的指導を受けました）。 

ニコニコ委員長コメント これは当時の、ニコニコ月間大賞に選ば

れています。 

米澤 久二さん  平成23年10月14日  

先日焼岳に登りました。体力がまだあることに自信を持ちました。

が、靴を家に忘れ、丹生川でUターンしました。こちらの方は自信

をすっかり無くしました。 

ニコニコ委員長コメント 私も物忘れが多いので気を付けたいと

思います。 

古橋 直彦さん  平成24年3月23日  

先日城山公園本丸近くでカモシカと遭遇しました。しばらく目が合

い、このカモシカ人慣れしてると感じると同時に、ここまで出没し

ていいものなのだろうかと複雑な思いでした。 

ニコニコ委員長コメント 近年、車も鹿とぶつかる事故が増えてま

すのでお気を付け下さい。 

塚本 直人さん  平成24年8月24日  

夏休みも終わりが近づき子どもたちも宿題の仕上げをしておりま

す。そんな中、娘が水泳検定で｢25 メートル泳げた｣と喜んで帰宅

しました。お父さんの前日のレッスンの成果が出て、親として嬉し

かったのでご報告します。 

ニコニコ委員長コメント 未だに25メートル泳げない私か言うの

もおこがましいですか、その感動は一生ものなんだろうと思います。 

内田 幸洋さん  平成24年8月31日  

夫婦で韓国に行って来ました。まだ竹島問題が発生する寸前でした

ので良い旅行が出来ました。 

ニコニコ委員長コメント 夫婦で海外旅行とか羨ましいです。しか

し、現在韓国との関係悪化が懸念されます。 

大村 貴之さん  平成24年9月28日  

いよいよ国体がスタートです。当社ではビックアリーナの清掃を行

っております。ぜひ会場に足を運んで下さい。 

ニコニコ委員長コメント 地域に貢献出来る会社、素晴らしいと思

いました。 

斎藤 章さん  平成25年9月13日  

長男 浩幸が2回目のチャレンジで司法試験に合格しました。今ま

でお世話になった多くの方々に感謝の気持ちを込めてニコニコへ。

ニコニコ委員長コメント やはり遺伝子は大事だと思いました。 

小森 丈一さん  平成25年10月4日  

高山文化協会が明日、明後日の2日間、図書館で「小森素峰と雲橋

社」の企画展を開催するとの事。素峰とは私の祖父で雲橋社は初代

江鷁が創設した俳句の同人結社ですが、大原騒動によって一時中断

し、騒動が収まった後復活します。難しい状況の中でも俳句を文化

として残そうとした多くの先人達のエネルギーに感心させられ、継

続の難しさを痛感しています。 

ニコニコ委員長コメント や大原騒動は教科書の中の世界と思っ

ていた私にとって、少し歴史を身近に感じる事ができました。 

鴻野 幸泰さん  平成26年7月25日  

娘は医科大の4年生です。ただいま実習中で初めてお産に立ち会い

赤ちゃんを取り上げて手が震えたそうです。 

ニコニコ委員長コメント もし、もう一人子供が出来たらお願いし

ます。 

下屋 勝比古さん  平成26年10月17日  

高山合併10周年映画「きみとみる風景」で俳優デビューしました。

2月1日上映予定です。 

ニコニコ委員長コメント 私もデビューしたかったです…。 

垣内 秀文さん  平成27年2月27日  

黙って静かにしていましたが、ニコニコ委員長に促され恥ずかしな

がらご報告させて頂きます。先週の高山市民時報にて掲載されまし

た、今年度より2年間、高山電機商業組合の組合長を仰せつかりま

した。色々と忙しくなりますが、ロータリー同様微力ながら頑張っ

ていく所存です。どうぞ宜しくお願い致します。 

ニコニコ委員長コメント 電機の事なら東邦家電さんで間違いな

いと思いました。 

田中 武さん、門前 庄次郎さん  平成27年5月1日  

台北訪問、一緒に行っていただきました皆様には有難うございまし

た。お陰様で事故もなく楽しく行って来られた事に感謝いたします。

また多くの会員の皆様にカンパを頂き有難うございました。台湾で

は台北東海ＲＣ様に随所で熱い歓迎を受け、20 周年記念式典も盛

大に行われました。 

ニコニコ委員長コメント さんざん誘っていただいたんですが、行

けずに申し訳なかったという気持ちです。 
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挟土 貞吉さん  平成27年6月12日  

西クラブ50周年、楽しみながら感動あるものにしましょう。事務

局に私の32年間、西ロータリーでの楽しい思い出の記念アルバム

があります。入会間もない方は見て下さい。ロータリーの楽しさが

少しは分かって頂けるかと思います。 

ニコニコ委員長コメント 入会だいぶ経ちましたが、読ませて頂き

ます。 

住田 泰典さん  平成27年11月27日  

一昨日、人生初の胃カメラをしました。苦しく辛い10分間でした。

十二指腸潰瘍が見つかって嬉しいやら恐いやら。 

ニコニコ委員長コメント 私は心配性なので、胃カメラは既に 6

回やってます…。もう慣れました。 

黒木 正人さん  平成27年12月4日  

11 月の三連休、娘が彼氏を連れて来たので、高山カントリーで 3

人でゴルフを楽しみました。そしてその夜に遂に二人が結婚すると

いう話になりめでたしめでたし。その場にはなぜか井上さんご夫婦

も同席され、暖かいエールを頂きました。娘ももう31歳なので親

としてホッとしたひと時でした。 

ニコニコ委員長コメント あまり早く嫁に行くのも辛いでしょう

し、とても良いパターンかなと個人的には思います。 

折茂 謙一さん  平成28年1月22日  

高山市在住で、6人目出産家庭に高山西ロータリークラブから毎月

10 万円補助金を出す案はどうでしょう？少子化対策になるし、40

年後のロータリアン育成にもなります。 

ニコニコ委員長コメント うちの妻も 6 人産みなさいとご指導い

ただいているようで有難うございます。頑張ります。 

平 義孝さん  平成28年1月29日  

1 月 31 日（日）朝10:00～11:45 メーテレ（名古屋テレビ）「極上

旅のすすめ」という旅番組で「ひだっちマガジン」が高山のＰＲを

します。富士山との対決ですのでご覧いただき是非高山に一票Ｄボ

タンで入れて下さい。 

平 義孝さん  平成28年2月5日  

先週「極上旅のすすめ」旅番組にて、富士山と高山・白川郷『世界

遺産対決』で富士山がやく10,000票、高山・白川郷が26,000票で

勝つことが出来ました。皆様のご協力ありがとうございました。 

ニコニコ委員長コメント 富士山に勝ってしまうこの飛騨という

土地を誇りに思います。まさかクラブの重鎮から｢Ｄボタン｣という

お言葉を拝聴できるとは…新鮮でした。 

田近 毅さん  平成28年12月2日  

この度「田近医院」を「田近ハートクリニック」に名称変更し、息

子 田近 徹が院長となりリニューアルオープンしました。12 月 3

日（土）の内覧会にお気軽にお越し下さい。今後共宜しくお願い致

します。 

ニコニコ委員長コメント 一度診察で行かせていただいたことが

ありますが、綺麗なガラス張りでオシャレな医院でした。先代の院

長先生に｢おぉ、今日はどうしたの？｣とお声をかけ頂き嬉しかった

です。 

阪下 六代さん  平成29年1月27日  

アメリカの第44代大統領オバマ氏が退任されました。同氏が就任

された8年前に当クラブ44代会長であった私にとって寂しさもひ

としおです。 

ニコニコ委員長コメント たしかバースやブーマーも背番号44で

した。何か数字に力があるのでしょうか。 

遠藤 隆浩さん  平成29年1月27日  

先だっての大雪の日、車が動かなくなり新井さんのタカバンさんに

助けていただきました。お忙しい中ありがとうございました 

ニコニコ委員長コメント こちらこそ、ご用命下さり有難うござい

ました。 

 

岡田 贊三さん  平成29年12月1日  

昨晩のカンブリア宮殿で、私ども飛騨産業を広く宣伝して頂きまし

た。とても照れ臭い思いですが有り難いことだと感謝しています。

ニコニコ委員長コメント 皆さん視聴されたかと思いますが、私も

かなり真剣に視聴しました。 

堺 和信さん  平成30年4月13日  

4 月より30年間住み慣れた東山台町内を離れ七日町2丁目に新築

をし転居します。街中は何をするにも便利かと思いきや、意外と歩

くことが多く疲れます。30 年間貯めに貯めた物が散乱し、これを

どう処分するかが今の悩みです。黒木さんの所で大きな借り入れを

しましたので頑張って返済していきたいと思います。 

ニコニコ委員長コメント 私事で恐縮ですが、新築の綺麗な正面の

外溝の所に大量にストロベリーシェイクをこぼしてしまいました。

大変申し訳ありませんでした。 

大前 克秀さん  平成30年4月20日  

全国古民家再生協会の月刊誌｢ジャパトラ｣を配布させて頂きまし

た。一読いただければ幸いです 

ニコニコ委員長コメント なぜか大前さんの、このニコニコのフレ

ーズが頭から離れません（特にジャパトラ）。いつも有難うござい

ます。 

萱垣 敬慈さん  平成30年5月25日  

先週の19日（土）に娘の杏花がオーストラリアから帰国しました。

皆様のご支援のお蔭で無事に留学出来た事を心から感謝いたしま

す。ありがとうございました。 

ニコニコ委員長コメント 無事帰国おめでとうございました。 

 
 
＜ニコニコボックス＞ 
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 

本日はニコニコ委員会の担当例会です。新井委員長自らお話を戴け

るとの事なので楽しみにしております。宜しくお願いします。先 

●鴻野 幸泰さん  

本日ニコニコ担当例会、新井委員長頑張って下さい。 

●内田 幸洋さん､遠藤 隆浩さん､大村 貴之さん､新井 典仁さん､ 

黒木 正人さん､ 

本日ニコニ担当例会、がんばります！  

●門前 庄次郎さん  

本日、家に名札を忘れて来ました。申し訳ありません。  

●井辺 一章さん  

吟道暦22年になり皆伝に昇段いたしました。ありがとう御座いま 

す。ロータリー入会と同じです。今後もよろしく。 

●田邊 淳さん  

高山地域の魅力を学ぶ｢地域ガイドスキルアップセミナー｣を 

3/16-17の2日間開催します。特に応募資格はありません。歴史・ 

文化に興味のある方、ご参加お待ちしております。チラシをボード 

に貼っておきます。  

●内田 幸洋さん、米澤 久二さん、堺 和信さん  

人類は戦いの歴史です。現代では戦争の代わりにサッカーです。日 

本代表、カタールに勝て、カテールです。 

●ＩＭ実行委員長 古橋 直彦さん  

ＩＭの地区からの補助金も入金されましたので、先日米澤さんから 

会計監査を受け、本日理事会に報告いたします。その収支報告書は 

次週配布になると思いますのでご確認ください。これを持ちまして 

ＩＭ実行委員長のお役御免となります。会員皆様のおかけで無事終 

了する事ができ感謝御礼を申し上げます。 
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