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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   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 

雨あがり    内田 新哉 

高山西ロータリークラブ 

お祝い・職業奉仕委員会  

＜会長の時間＞ 
先日の「新緑例会」参加頂きました皆

様には有難うございました。お陰様で天

候にも恵まれ新緑を満喫頂けたのでは

ないでしょうか。最もバスに乗る早々生

ビールやワインなど出て来まして、新緑

どころで無かった人も多かった様にも思います。でも楽しく無事行

って来られ良かったと思います。改めて住田委員長を初め親睦委員

さんに感謝申し上げます。 
 今年度の事業もこれで最後になります。それでと言う事ではあり

ませんが、本日は来年度の事業、財団補助金事業について、実行委

員長として話をさせて頂きます。 
 昨年 11 月に理事会に承認いただきました以降、教育委員長にも

お逢いし後援を頂いてきました。また3月には遠藤次期会長、垣内

次期幹事と一緒に国立能登青少年交流の家まで出向き打合せをし、

5 月 16 日には小学校の校長会にお邪魔しお願いをして来ました。

この様に具体的に動き出していて、来週からは募集が始まります。

詳細は以下の様になりますのでご承知おき頂き、何か聞かれた折に

は説明をお願いします。 
 
『防災と自然に触れる体験学習 交流会』 
開催日時   ８月２４～２５日の間の２日間（土・日曜日） 

 参 加 者  小学生（4～6年生）親子で参加35組（70名）程度  

        ロータリーメンバー (大型バス２台チャーター) 

 参 加 費  無 料 

日程1日目 8：00   高山出発 

         11：00    柴垣海岸（石川県羽咋市柴垣町）着  

昼食・地引網体験２時間半程度 

          14：00  国立能登青少年交流の家 着 

野外炊飯場にて 魚調理・食事 

        19：00  交流の家にて体験学習（ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ等） 

      2日目   6：00  起床・掃除・食事 

        9：00  国立能登青少年交流の家退所 出発 

10：30    道の駅氷見漁港場外市場 ひみ番屋街着    

11：00    昼食 番屋亭魚のレストラン買い物散策 

       12：00    ひみ番屋街出発 

13：30    富山四季防災館着   防災体験 

        15：30   富山四季防災館出発 

17：00    高山市役所玄関前着      解散 

今後の予定 

全市小学校 ポスター・申込チラシ配布日  ６月１０日（月） 

申込締切日                ７月１２日（金） 

 

 

＜幹事報告＞  
◎公益財団法人ロータリー 

米山記念奨学会より 

・第１回米山功労者 感謝状 

    塚本 直人さんへ 

◎ＲＩ日本事務局より 

・6月のロータリーレートについて 

１ドル 110円（現行112円） 

◎2019－20年度ガバナーより 

・クラブ研修リーダーセミナー開催のお知らせ 

日      時   7月27日（土） 13：00～15：30  

会    場   名鉄グランドホテル※昼食の用意はありません 

出席要請者     クラブ研修リーダー 

◎高山ロータリークラブ より 

・高山地区インターアクト懇談会のご案内 

日  時   ７月２２日（月） １８：３０～  

   場 所   八角亭 

出席者   次期会長・幹事、次期ＩＡ委員長・副委員長 

＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化No.209、高山メセナメ 

イト会報No.67)、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよ

りNO.77) 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 
＜本日のプログラム＞ 

お祝い 
◎会員誕生日 

  東 庄豪（休会中）６． ３ 
井上  正    ６．１５ 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ

花束をお届け） 
      下屋  勝比古      ひとみ さん     ６．２０ 
     新井  典  仁      由  美  さん     ６． １ 
          黒木  正 人   まり子 さん     ６．１２ 
◎結婚記念日 
     塚本 直人  Ｈ１３．６．２９ 

     山下 直哉  Ｈ ８．６． ９        

 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 30名 4名 34名 39名 87.18% 

本日 29名 － 29名 40名 72.50％ 



例会報告 

インスピレーションになろう 

 

◎出席表彰 

     なし 
◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・大前 克秀  ・大村 貴之  ・萱垣 敬慈  ・堺 和信 
・塚本 直人   ・田邊  淳 

 

 
職業奉仕委員会 

委員長  下屋 勝比古 

高殿様は昭和38 年生まれ。南小、松倉中か

ら東邦高校、東海大学へと進まれました。プ

リンスホテル、高殿商店などを経て金子一義

衆議院議員公設第一秘書、国土交通大臣秘書

などを歴任され、平成 23 年岐阜県議会議員に初当選。3 期目の現

在は県議会土木委員長でいらっしゃいます。 

 

 

岐阜県議会議員 

    高殿 尚 様 

同じ高山市のロータリー

メンバーとしてこうしてお話

をさせていただく機会を与え

ていただけた下屋先生、メン

バーの皆様に感謝しています。

短い時間ではありますが、県

政全般に関わること、色んな

職種の皆様や、各業界のリー

ダー、トップ経営者らのメン

バーに、個別の部署のキーワードを盛り込みながら、今 岐阜県は、

どんな取り組みをしているかを話します。 

まずは自己紹介。地元の小中学校を卒業して、甲子園を目指して

名古屋の東邦高校へ3年春に甲子園に行きましたが、選手として出

場したわけではく補欠選手大学でも日本一になりましたが、ともに

マネージャーとして。裏方の仕事しかしていないが、私自身の夢は

かいました。 

県議会議員の仕事は、中々その活動が見えなく、お伝えしにくい

ですが、私がこの2期8年で小さな足跡を残した、その一旦をご報

告します。 

今年の岐阜県の当初予算規模は8,259億円 昨年より129億円増 

1.6%増。資料に基づき、私が初当選した年は、民主党政権下で、県

の最底値の年。政権が変わり、7年連続の増額予算です。 

主な県政全体の事業方針や、部門別の基本方針を説明させていた

だき、昨年の農林委員長に続き、本年 主要員会の県議会 土木委員

長を拝命したので、県土木行政に加えて、地元高山市・白川村の主

要事業等の展開について詳細をご説明します。 

更に、本年 国土交通省が発表した平成31年度の道路調査の見通

しについて、中部縦貫自動車道路（丹生川～平湯間）の区間が、展

開が一歩進捗したご報告します。 

どの事業も展開していくのに必要なことは、計画にキーワードを

盛り込むこと。具体なキーワードや区間が記載されることによって

新規事業や加速が生まれます。 

皆様のおかげをもって、県議会 ３期目のステージに推し上げて

いただけました。この任期4年間で、２期8年間同様に、この地域

の経済を活性化させながら、私自身の県議会議員活動を通じて、住

みよい地域になるよう確かな足跡を残していく所存です。 
 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん 

本日ゲストとしてお忙しい中お越し頂きました、岐阜県議会議員 

高殿 尚 様ようこそお越しいただきました。後ほどの卓話宜しくお

願いします。先日の日曜日の新緑例会にご参加頂きました皆様、有

難うございました。お陰様で天候にも恵まれ、楽しい会となりまし

た。担当頂きました住田委員長をはじめ、親睦委員会の皆様にはお

世話になり有難うございました。 

●下屋 勝比古さん  

本日はお忙しい中、職業奉仕担当例会のゲストとして、岐阜県議議 

会土木委員長である高殿 尚議員にお越し頂きました。短い時間で 

すが現在の県政について熱く語って頂きます。よろしくお願いしま 

す。先週の新緑例会では、親睦副委員長の立場を忘れて白川郷を満 

喫し、沢山はしゃいじゃいました。住田さん、山本さんには何から 

何まで大満足させていただいたことに感謝し、職務怠慢をお詫びい 

たします。 

●挟土 貞吉さん  

県議会議員 高殿 尚 様のご来訪大歓迎です。スピーチ楽しみです。

一層のご活躍を期待しています。お身体大切にしてお酒飲み過ぎな 

いように…。  

●遠藤 隆浩さん  

・高殿 尚 先生のご来訪を歓迎いたします。今後ますますのご活躍 

を期待しています。 

・門前会長住田さん、素晴らしい新緑例会ありがとうございました。  

●岡田 贊三さん､田近 毅さん、平 義孝さん､堺 和信さん､  

垣内 秀文さん 

岐阜県議会議員 高殿 尚 様のご来訪を心より歓迎いたします。 

●塚本 直人さん  

6/2の新緑家族例会はとても楽しませていただきました。住田委員

長に大変お世話になりありがとうございます。本日配布した｢月刊

ＴＩＭＥ｣も読んでいただけたら幸いです。そして高殿さんのお話

もとても楽しみにしています。 

●米澤 久二さん､田中 武さん  

先週の日曜日の白川郷へは、米澤、田中武とも腰痛で行けませんで 

した。参加された皆様の楽しそうなお姿をラインで羨ましく見てい 

ました。本当に残念でした。 

●住田 泰典さん  

新緑例会に多数の御参加頂きありがとうございました。バスの行き 

車中で生ビール２０ℓとシャンパンなどのワイン６本が空になり少 

し焦りましたが、お陰様で無事終了することが出来ました。すべて 

の皆様に感謝申し上げます。  

●伊藤 松寿さん､阪下 六代さん､井辺 一章さん､大村 貴之さん､ 

井上 正さん､田中 晶洋さん､黒木 正人さん､ 

6/2新緑例会、皆様お疲れ様でした!! 

●小森 丈一さん  

6月2日の有斐会総会は盛大に行われ伊藤会長ご苦労様でした。ま 

た司会進行役の下屋さんのお陰でスムースに事が運ばれ皆満足の 

様子でした。お二人共お疲れ様でした 

●蒲 優祐さん  

皆様のお手元にあります｢防災と自然にふれる体験学習交流会｣の 

デザインが完成し、ポスター・チラシが無事印刷が上がって来まし 

た。印刷していただきました平さん、ありがとうございました。ま 

た今日の高殿様のデザイン関係も関わらせていただいています。卓 

話楽しみにしています。 

●大前 克秀さん   

全国古民家再生協会の月刊誌｢ジャパトラ｣を机の上に置かせてい

ただきました。読んでいただければ幸いです。 
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