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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 

クラブアッセンブリー・会長幹事退任挨拶 

＜会長の時間＞   

本日の会長の時間は、後程の退任挨拶に替えさせていただきます。 

 

＜幹事報告＞  
◎高山市民憲章推進協議会より 
・乗鞍岳の自然環境保全事業開催のお知らせについて 

期  日 ①7月9日（火）②7月10日（水）③7月26日（金） 
集  合 ほおのき平バスターミナル     8時30分 
作業場所  乗鞍岳 畳平       解散 16時35分 

 
 
＜出席報告＞ 

 
新会員紹介 

 

NPO法人 ほのぼの朝日ネットワーク 

  理事長   高井 道子 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞  
クラブアッセンブリー 
社会奉仕・ヘルス委員長 大村 貴之 

委員：田近毅、山下直哉 

基本方針は、『社会奉仕活動の実践

を通じ、地域社会へ貢献する』 

活動報告として、8月26日第70回 

2月24日第71回の高山西ロータリー

クラブ杯争奪ソフトミニバレーボール選手権大会、10月20日高山

市社会福祉協議会主催の『福祉フェスティバル』に参加協力しまし

た。 

ソフトミニバレーの第７０回記念大会と福祉フェスティバルは、

移動例会となり会員皆様の協力をいただき、活動することができま

した。ありがとうございました。この２つの活動については、『ロ

ータリーの友』に投稿し掲載していただきました。当クラブの活動

が多くの方に知っていただけたと思います。 

１年間 ご協力いただきありがとうございました。 

 

 
 

会員増強委員長  山下 直哉 

今年度は蒲優佑さんと高井道子さんに

入会していだだきました。退会も仕事の

都合ということで２名ありましたので、

現状維持という結果でしたが高山西ロ

ータリークラブ初の女性会員も誕生し

たのでとても嬉しく思っております。会

員増強は何年もかけてじっくり勧誘す

ることになるので来年度の委員長の杉山さんと協力して楽しい高

山西ロータリークラブにしていきたいです。一年間ありがとうござ

いました。 
 

 

職業奉仕委員長  下屋 勝比古 

副委員長は、伊藤 松寿さん。

委員には田邊 淳さんでした。 

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

じとっていきたいと思います。 

今年の事業としまして、3 月 8 日に職場訪問例会ということで、

株式会社 打江精機の代表取締役社長 打江信夫様、総務部長 野

中英男様のご協力のもと24名の参加にて第3工場2F大会議室にて

例会を開催しました。SAAの皆様、田近さん、堺さん、田中（正）

幹事には寒い中駐車場誘導をしていただき、伊藤さんには場内案内

など、また大前さんには鐘や旗の設置などご協力をいただきました。

短時間ではありましたが、第 3、第 1 工場の油と熱の(いかにも工

場！)中を、金属の加工から組み立て品質保証検査まで大きな機械

の中で働く沢山の人の仕事を拝見しました。小さな部品が高精度で

完成していく工程は、大変興味深くまた働く自動車(主に建設機械)

の心臓部が作られている使命感を感じる貴重な工場見学となりま

した。 

6月7日には、ゲストスピーチに岐阜県議会議員の高殿尚氏をお

招きし、岐阜県予算の概要、「一人ひとりの幸せと確かな暮らしの

あるふるさと岐阜県を目指して」ということで県議会のお話を丁寧

にしていただきました。土木委員長として高い志との責任と決意を

感じるたいへん熱のこもった卓話でした。 

今年度の職場訪問に関しては、委員長が決まった時から打江さん

にお願いに上がり、協力的に進められたことは大変良かった。ただ、

持ち出しの大変さがわかっておらず他の委員にはご心配をかけま

したことは今後に生かします。また、ゲストスピーチはお忙しい議

員活動の中、日程調整に苦労しましたが熱のこもったお話に責任は

果たせたと思います。なかなか人脈の薄い私にはプレッシャーでし

たが無事委員長の責務を果たせました。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 29名 3名 32名 40名 80.00% 

本日 36名 － 36名 41名 87.80％ 
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環境保全委員長 長瀬 達三   代理 平 義孝 

副委員長の高桑さんが転勤により退会されましたので、委員長お

よび委員の平さんの二名です。 

当委員会の基本方針は、高山市内で行われている環境関連の事業を

知り、ロータリアンとして今後どのような環境保全活動できるかを

考える機会を作る です。 

本年度の活動は、4月12日の例会時に、飛騨高山グリーンヒー 

ト代表であり、バイオマス関連事業のコンサルティング業務を日本

全国で行っている谷渕さんをお招きし、｢自社発電事業とバイオマ

ス事業の役割」と題して、しぶきの湯における自社事業例と現在求

められているバイオマス事業の役割や可能性についてご説明いた

だき、全国で実施されているバイオマス事業をご紹介いただきまし

た。地元のしぶきの湯での取り組みに限らず全国各地の事例もご紹

介いただくことにより、各地各様の現状をしることができましたの

で、基本方針に掲げた｢ロータリアンとして今後どのような環境保

全活動ができるかを考える機会を作」れたのではないかと思います。 

 

 

青少年奉仕委員長 田中 晶洋 

今年度は副委員長に黒木さん、委

員は堺さん向井さん中林さんの 5

名です。 

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。 

青少年奉仕委員会の活動は出前講座がメインの活動で東山中学

校と荘川中学校では、たくさんの方に講師としてご協力いただきあ

りがとうございました。中学校での出前講座は学校からも期待が熱

く、殆どの中学校で出前講座の要望が上がっています。今期は他団

体が１回の出前講座しか行わなかった中、西クラブが唯一２回開催

しました。９カ年皆出席表彰は今年度、メンバーの皆さんに各中学

校に出向いて修了式の中で１２校３９名を表彰していただきまし

た。直接お祝いのメッセージを伝えたり、ロータリーの存在感を出

すことが出来て良かったと思います。それぞれの学校へ出向いて頂

いた皆様、ありがとうございました。つたない委員長でしたが、皆

様のおかげをもちまして青少年奉仕委員会の１年間を終えること

が出来ました。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 

インターアクト委員長 杉山 和宏 

基本方針は、「学校と連携してイ

ンターアクトクラブの活動を推進

し、社会奉仕と国際交流の機会を

提供することで、次世代を担う青

少年の育成に貢献する」となって

おりますが、具体的には飛騨高山

高校のインターアクトクラブの活

動支援となります。 

 

 今年度も、5月に顧問教師部会、7月に高山ＲＣ高山西ＲＣ合同

懇親会、8月には四日市市にて年次大会、10月には下呂市にて飛騨

地区協議会と、例年通り事業が実施されました。 

 思い返せば、この5月の顧問教師部会へ向かう車中で、ＩＡ顧問

の荒川先生、門前会長と私の3人で「これまでに無い社会奉仕を」

活動しようと話が盛り上がり「スカイパーク遊歩道補修事業」の企

画が始まりました。打合せ会議として 10 月のＢＢＱ会、4 月の木

材塗装作業、前日の下草刈り、そして5月19日の移動例会当日と、

多くのメンバーに参加ご協力いただき本当にありがとうございま

した。初めての事業で段取り不足にも関わらず、スムーズに作業を

行ない、生徒たちと一緒に明るく楽しく進める姿を見て、メンバー

の温かさと西クラブの力を改めて感じました。 

 ただし、当初の予算建てが甘かったことから最終的に予算オーバ

ーとなり、理事会で再承認いただくなど、大変ご迷惑お掛けしたこ

とをお詫び申し上げます。 

 今回の｢遊歩道補修事業｣は、方針にある｢国際交流と社会奉仕｣

のうち、これまでは少なかった汗をかく社会奉仕でしたが、主人公

はやはりインターアクトクラブの生徒たちですので、これからも学校、

生徒としっかり連携して、活動を行っていただきたいと思います。 

 １年間良い経験をさせていただきました。本当にありがとうござ

いました。 

 

 

国際奉仕・友好クラブ委員長   

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

いました。 

 ゲストスピーチは２回あり、10 月

12 日に高山市役所の海外戦略部の村井さんをお招きし卓話を実施

いたしました。私は欠席でしたので萱垣副委員長にお任せしました

が、好評をいただいたということでした。5 月 12 日の講師は高山

日赤病院の竹中副院長をお招きし、インバウンド訪日外国人の病気

やけがについての卓話を実施しました。外国人診療の最前線で活躍

する現場の情報をお話しいただき、有意義なお話を聞かせていただ

きました。特別な友好クラブとのイベントはありませんでしたが、

良い活動ができたと思います。 

 

 

ロータリー財団委員長 田中 武 

副委員長には古橋さんです、宜

しくお願い致します。 

第 1 回ロータリー財団研修セミ

ナーが7 月 2 日、岐阜グランドホ

テルにて行われました。出席者は、

内田ＡＧ、門前会長、大村地区委

員長と私とで 4 名で行って勉強し

てきました。同じく第2回ロータリー財団研修セミナーが10月20

日、三重県ホテルグリーンパークで行われ、出席者は内田ＡＧ、遠

藤会長エレクト、垣内副幹事、3名で行って頂きました。 
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丁度その日は、高山で高山社会福祉協議会の福祉フェステイバル

が行われ、大村社会奉仕委員長のもと、我がロータリーのメンバー

で、ポリオの寄付金を集めようと言う事で、我がロータリーのメン

バーが多数参加されて盛大に行われました。我がロータリーが始め

ての事業でした、又来期も出来るように頑張りましょう（大村委員

長さんには、何から何まで準備されて大変ご苦労様でした、心より

感謝致します）。 

当初活動計画書で言っていました、ポールハリスフェロー1名で

したが、垣内副幹事、長瀬達三環境保全委員長、私と出来ました事

ありがとうございました。ベネファクターは、門前会長さんにお願

いして一応目標以上になりましたので有難う御座いました。来期は

古橋さんでございますので御協力お願い致します。 

 

 

米山奨学委員長 阪下 六代 

 「米山奨学事業について会員の理解

を求め、米山奨学記念会に対する支援に

協力する。」との基本方針に基づいて活

動してまいりました。 

 本年４月２６日の担当例会で地区米

山記念奨学部門村瀬祐治委員長をお招きして、上記活動についての

理解を深めるための卓話をして頂きました。 

 支援としての寄付は、普通寄付、特別寄付の二通りがあります。 

普通寄付は、それぞれ会員１名当り、一般会費から4,000円、特別

会費から2,000円の合計6,000円を頂いているところです。 

 また、特別寄付は、会員個人からの別途の5,000円単位の寄付で、

小森丈一さん、私阪下から各１万円、塚本直人さんから５万円を頂

いております。 

 塚本さんは、前年度まで特別寄付の累計が５万円であったところ、

本年の５万円の寄付で合計１０万円に達したところから、第１回米

山功労者として、先般、表彰を受けられました。 

 米山功労者もポール・ハリス・フェロー同様マルチプル制度があ

り、何度も受賞できます。 

 そうした受賞歴は、活動計画書の米山功労者名簿をご覧ください。 

 

 

会長幹事退任挨拶 
幹事   田中 正躬 

この一年皆様方のおか

けで幹事を務めさせて頂

いた事に感謝申し上げま

す。また、門前会長には至

らぬ点ばかりでご迷惑を

お掛けしたばかりか、何か

ら何まで手をかけて頂き

お礼を申し上げます。 

私自身、幹事などという役職に就くなど全く考えていませんでし

たが、10 年在籍する中で辞退する事もかなわず受諾する事となり

ましたが、家族全員が健康である事が全ての活動の根源になるとい

う事を痛感する年であったかと思います。 

 

自分自身は体力の衰退を感じつつも日々元気に活動できる事に

感謝して暮らしていけたらなぁ、と思います。どうか今後共変わら

ぬお付き合いをいただきます様お願いして退任のあいさつとさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長     門前 庄次郎 

いよいよ最後の例会となりました。この一年間道中は長かった様

にも思いますが振り返りますと、あっという間に過ぎてしまった、

そんな感じで居ります。こうして無事年度末を迎えられましたのも、

田中幹事初め各委員長さん、会員の皆様のご協力のおかげと感謝し

ております。有難うございました。 

 また内田アシスタント・ガバナーにおかれましても、大変忙しい

一年だったと思います。ご苦労様でした。そして事務局の中澤さん

には、いろんな処でお世話になり有り難うございました。 

 

 さて今年度は「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」をスローガンにスタートをさせて頂きました。当クラブ

の歴史や伝統を大切にしながらも、変えて行くべき処は変えて行く

勇気を持って、色んな事にチャレンジをして行く、そんな思いを込

めたつもりです。そう言う意味ではそれぞれの委員会が新しい取り

組みにチャレンジしたり、工夫しながら活動して頂いた事に、大変

有り難く思っています。 

その中で全く新しい取り組みとして少し例を挙げますと、社会奉

仕委員会の「福祉フェスティバル」の参加や、インターアクト委員

会の「スカイパーク遊歩道整備事業」がございました。初めての取

組と言う事で、関係の方々との打ち合わせや段取りに委員長さんを

初め委員会には大変な思いをお掛けしましたが、福祉フェスティバ

ルではポリオ撲滅の事業の啓発と募金活動もしっかり出来ました

し、遊歩道整備事業では大変暑い日でございましたが、予想してい

たより素晴らしい出来上がりで、気持ちの良い汗をかき、「汗する

奉仕活動」そんな事を体感する良い活動になったと思います。 

 そして今年度の大きな事業としては、内田 AG、古橋実行委員長

の下で開催されました「インターシティ・ミーティング」がござい

ました。当クラブのメンバー岡田さんの素晴らしい講演のおかげも

有り、一部そして二部の懇親会も大成功に終わり、私自身は何もし

ていませんが、改めて当クラブの団結力の素晴らしさを感じ、打ち

上げでは美味しい酒を飲ませて頂いた事を昨日の事の様に思い出

します。 
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そのほかにも、例会に工夫をと言うことで移動例会も多くやらせて

頂きましたし、CLP導入につきましても、検討委員会を立ち上げ何

回か会議をし、会員の皆さんとも意見交換が出来た事は良かったな

と思っています。来年度遠藤会長の元で形あるものにして頂けると

の事なので、当クラブに有った仕組みが出来る事を楽しみにしたい

とも思っています。 

 事業の羅列になってしまいましたが、振り返ると一つ一つの事業

は楽しく私自身にとりましては、勉強させて頂いた実りある一年に

なったように思います。こうして終わる事にチョッピリの寂しさを

感じていますが、無事終われそうな事の大きな安堵感がございます。

そして何より「会長の時間」から解放される事にホッとしています。

あまり引き出しの無い私にとって毎週は大変でしたし、出来るだけ

ロータリーの話をしようと思い、材料を色々さがしましたが、結果

としてつまらない話ばかりになったように思い、申し訳なく思って

います。でも一年間聞いて頂いた事に感謝いたします。 

ロータリーの奉仕の基本理念は「職業を通じて社会に奉仕する」

と言われています。皆さんがご自分の職業をしっかりやられること

が社会貢献する事であり、社会奉仕になると言われています。全く

その通りだと思いますが、それにプラスの処で会員の皆さんが力を

合わせて当クラブらしい活動が出来る事が、西クラブの発展につな

がる様に思います。今年度はしっかり出来なかった様に思いますが、

来年度そしてその先もずっと素晴らしい活動が出来る事を願い、今

年度協力頂きました事に感謝し、御礼の挨拶とさせて頂きます。一

年間有難うございました。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●門前 庄次郎さん 

本日より入会いただきました高井道子さん、ようこそ西ロータリー 

へ。これから末永く宜しくお願いします。いよいよ今年度最後の例 

会となりました。振り返ればアッという間に終わったような気がし 

ます。ただ、一つ一つの事業は楽しく、そして勉強させていただい 

たと思っています。こうして無事年度末を迎えられましたのも、田 

中幹事をはじめ委員長の皆さん、会員の皆さんのおかげと感謝して 

います。有難うございました。そして事務局の中澤さんには色々な 

事にお世話になりました。有難うございました。 

●田中 正躬さん 

高井さんの入会歓迎いたします。本日でようやく幹事の任務から解 

放される所までたどり着きました。一年間至らぬ点ばかりで、皆様 

方にはがゆい思いをさせたことと思います。と同時に何事につけご 

協力いただいた事に感謝します。ありがとうございました。 

●高井 道子さん 

本日よりお世話になります高井道子といいます。宜しくお願いいた

します。 

申します清水幸平 様のご来訪を歓迎致します。 

●田中 晶洋さん 

今月より入会の高井道子さん、いつもニコニコひまわりの様な方で

すので、例会場の雰囲気も明るくなると思います。ご入会歓迎いた

します。 

 

 

●岡田 贊三さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん､斎藤 章さん､ 

小森 丈一さん､遠藤 隆浩さん､堺 和信さん､鴻野 幸泰さん､ 

垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､大村 貴之さん､新井 典仁さん､ 

山下 直哉さん､大前 克秀さん 

高山西ロータリークラブ初!!女性会員 高井 道子さん、ご入会歓迎 

いたします。 

●挟土 貞吉さん､ 

高井道子様のご入会おめでとうございます。お待ちしていました。

よろしくお願い致します。明るく楽しく元気に頑張って下さい。 

門前・田中丸、この一年ご苦労様でした。  

●遠藤 隆浩さん､垣内 秀文さん 

門前会長・田中幹事、一年間お疲れ様でした。｢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｣の基本方針のもと、色々

と中身の濃い例会をありがとうございました。次期会長幹事とし

て、沢山勉強させていただきました。次期の方針｢未来につなげる

ロータリー｣の下、必ずつなげていきます。皆様どうぞよろしくお

願いします。 

●米澤 久二さん､斎藤 章さん､田中 武さん､黒木 正人さん 

門前会長・田中正躬幹事、一年間お疲れ様でした。今後も隠居する

ことなく、バリバリのロータリアンとしてご活躍下さい。 

●内田 幸洋さん 

米澤さんと鴻野さんに説得されてから２年近く、やっとＡＧの仕事

も終わりそうです。皆様ありがとうございました。 

●塚本 直人さん 

今年度の最終例会となりました。門前会長・田中幹事には大変お世

話になりました。そして内田アシスタントガバナーもお疲れ様でし

た。心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。 

●鴻野 幸泰さん 

本年度は鴻野旅館の弁当をご利用いただき誠にありがとうござい

ました。来年度もよろしくお願いします。 

●古橋 直彦さん 

会長幹事さんの退任のあいさつを聞きたかったのですが、残念なが

ら早退です。 

●新井 典仁さん 

一年間ニコニコにご協力頂きまして本当にありがとうございまし

た。目標には届きませんでしたが、皆様のロータリアンとしての奉

仕の精神のお陰で、無事に１００万円は超える事が出来ました。私

自身、委員になるまではニコニコに全く協力的ではなかったので、

委員長をさせて頂いて、とても勉強になりました。 
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