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今、ロータリーとして何が出来るのか 

２０２０－２０２１年度ＲＩテーマ 

第２６１６回例会  令和２年７月３日 
お祝い・新役員挨拶 

 

 
＜会長の時間＞ 
本日の会長の時間は、後ほどの挨拶に替えさせていただきます。 
 

＜幹事報告＞  

◎ガバナーより 

・2020～2021年度地区委員委嘱状拝受 

  国際ﾛｰﾀﾘｰ第2630地区  

インターアクト委員会副委員長 

 塚本 直人 様 

◎ガバナー、地区代表幹事より 

・2020-2021年度ガバナー事務所、 

および2020年地区大会事務所開設のご案内 

 〒506-0011  高山市本町1-2騨信用組合本町ｻﾃﾗｲﾄ出張所3F 

  TEL     0577-32-2630     FAX  0577-36-1488 

    E-Mail  2021@rid2630.jp   2021taikai@rid2630.jp 

   執務時間  10:00～16:00   

◎ガバナーエレクトより 

・2020-2021年度ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

 〒516-0037  津伊勢市岩淵1-6-21 三和ビル4階 

  TEL     0596-65-7281     FAX  0596-65-7282 

    E-Mail  2122@rid2630.jp、執務時間  10:00～16:00 

 ・研修セミナー日程等のお知らせ 

   会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅ （ーPETS）2021年3月13日（土）鳥羽国際ホテル 

地区研修協議会          4月18日（日）皇學館大学       

  地区大会     2022年3月5・6日（土・日）三重県営ｻﾝｱﾘｰﾅ 

◎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74回高山西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪高山市ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会について 

日 時  ８月９日(日)  午前９時より 

会 場  飛騨高山ビックアリーナ メインアリーナ 

＊開会式にてご祝辞を賜りたくお願い申し上げます 

◎台北東海ＲＣより 

・電子版創立２５周年記念誌 ご案内 

   https://acd.com.tw/E_Book/tokai/tokai-rc25th.html 

◎高山・デンバー姉妹友好都市６０周年記念事業実行委員会より 

 ・高山・デンバー姉妹友好都市60周年記念事業 

オンライン式典の開催について（ご案内） 

日時  7月30日（木）9：00～10：00 

高山市公式Youtubeチャンネルにて 

＜例会変更＞ 

高山中央 … ７月２０日（月）は、定款により、休会 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ（会報）、美濃加茂ＲＣ（会報）、地区インターア 

クト委員会（活動計画書、活動写真）、(財)比国育英会バギオ 

基金（バギオだよりVol.79）、） 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 

◎会員誕生日 (写真左より)           

平 義孝、岡田 贊三、田近 毅、阪下 六代、門前庄次郎、大村 貴之 

７．２、７．２５、７．２６、 ７．１１、 ７．２２、 ７．２６ 

◎配偶者誕生日  (当日、ご自宅に花束をお届け)    なし 

◎結婚記念日                    なし 

 

◎出席表彰 

            挟土 貞吉 

             ３５年 

      

  

 

 

 

◎在籍周年記念表彰 

       平 義孝 

         ３５年 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

３０名 － ３０名 ３６名 ８３．３３％ 

＜バッジの交換＞ 
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◎３ヶ月表彰 

 内田  幸洋、  遠藤 隆浩、  斎藤    章、   阪下 六代、 

 長瀬  達三、 挾土  貞吉、    平   義孝、   門前庄次郎   

 

 

 ◎昨年度ニコニコボックス年間表彰  

 前年度ニコニコ委員長     井上 正  

前年度のニコニコ年間発表をさせて頂きます。

今回は会長・幹事・ニコニコ委員につきまして

は除外し、年間を通じて、投函件数が多かった

方上位１０名の方を、遠藤直前会長より表彰さ

せて頂きます。 

下屋勝比古さん、米澤久二さん、田中武さん、黒木正人さん、内田

幸洋さん、鴻野幸泰さん、岡田贊三さん、挾土貞吉さん、門前庄次

郎さん、平義孝さんです。 

皆様、一年間ご協力有難うございました！以上、ニコニコ年間表彰

でした。 

 

米山奨学生紹介 
岐阜大学工学研究科 博士課程  

電子情報システム工学専攻 

メイ・スイート／ミャンマー 

 

 
 
 

 

役員挨拶 

会長エレクト   鴻野 幸泰 

今年度、会長エレクトを務めさ

せていただきます。堺会長を見習

いながら、一年間会長の勉強をし

ます。会員の皆様方には来年度へ

向けてのご指導・ご意見を賜りた

いと思いますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

副会長   垣内 秀文 

6月30日24：00にようやく幹事か

らの呪縛から解き放たれる時が来ま

したが、今年度は副会長を拝命いたし

ました。どうやら今期もノンビリもし

ていられないような感じです、微力で

すが会の為、自分の為に精一杯頑張っ

ていこうと腹を括りました。前期まで

はクラブ奉仕委員会でありましたが、

今期からは CLP 改革によりクラブ運営管理部門となり部門長も兼

ねております。例会運営に支障を来さぬよう微力ではありますが努

めていきます。そのためには会員皆様のご理解ご協力は欠かせませ

ん、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

幹事   下屋 勝比古 

昨年、次年度副幹事を言い渡

され、皆さんと対面で座ること

1 年。何も緊張感のないまま時

間が過ぎてきました。今年に入

ってからは新型コロナ感染拡大

防止のいろいろな打ち合わせで

真剣に話し合う、会長幹事の姿

に「これはやばいぞー」と火が

ついてきました。それまで、昼

飯食べて帰るだけで誰かに任せればいいや感だったのが消えて

無くなりました。一度垣内さんから会長を支えるお気持ちや覚

悟をお聞きしたところ、何より垣内さんが遠藤会長を信じて支える

姿が神々しく感じ、私以上に遠藤さんを理解し愛しておられました。

お話している間に私のロータリー意識が変わりました。会長を支え

るために真面目に取り組みます。会長には体中がワインになるほど

たくさんごちそうになることを期待しています。 

本来であれば、今頃は国内外を合宿で飛び回っているはずでした。

堺会長の一番の不安要素であるオリンピック期間はほど会場に張

り付く予定でした。これに関してはコロナのおかげでずっとステイ

高山していますのでしっかり準備ができました。 

今日この場で、皆さんにお誓いや約束はできませんが、55 年続

くクラブ最大の危機に幹事の大役を務める責任と自覚をもち、いつ

も舟でたとえられる「堺丸」の船出の岸をしっかり蹴りだしたと思

います。余談ですが、ボートに乗るとき、気合を入れ過ぎて岸を思

いっきり蹴りすぎて、かなり揺れて転覆しそうな現場をよく見ます。

なんとかこの日を無事に、離岸できたのでしょうか？ 

まずは、私がトレーナーをしている飛騨高山ブラックブルズ岐阜

を中心とするハンドボールを応援する企画を行います。まず将来の

選手である小学生のすそ野を広げること。中学生が夢を持って継続

して選手になってくれること。そして日本ハンドボールリーグに参

戦している地元チームを応援してもらいたい。という企画を認めて

いただきました。試合で使うハンドボールを実際に触ってみて、ゲ

ームを間近でご覧いただき、スピードや迫力を感じていただきます。

その他の行事説明は会長がご説明されるので詳しくは申しません

が、今年度はＣＬＰで組織変更したので、皆さんには戸惑いや混乱

が起きないよう、丁寧な説明や、目配り気配りをしてまいりますこ

とをお誓いいたします。ＳＡＡや親睦の細かな例会の係りについて

は、役割一覧表を作りました。無断欠席のないようにすべての会員

の皆様で会の運営を盛り上げていただきたい。 

柔道家として「精力善用自他共栄」の精神を持って、見た目以上

に打たれ弱い私ですが、皆さんに見守っていただき、痩せることな

く着岸できるよう、頑張ってまいります。1年間見捨てずお声掛け

やご指導をよろしくお願いします。 

 

会長 堺 和信 

先ほどは、本年度の船

出に対し多くの方から

激励をいただき感謝申

し上げます。コロナ渦や

多くの会員退会など問

題が多い中で、大しけの

大海原に船出をして行

くような気分です。これ

も私に与えられた試練

として下屋幹事と共に

乗り越えていこうと思

いますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 
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４年前、井辺会長のもと幹事を務めさせていただきましたが、そ

の時も前年度クラブ創立５０周年という節目を終えて多くの会員

が退会され、４５人から３９人と大幅に減少していました。その時

の活動を継続していくためには会費収入として最低４５人の会員

が必要であり、特別会計から６０万円繰り入れをして予算を立てま

した。その後も、３期に渡り６０万円以上の特別会計からの繰入金

により予算を立ててきました。その時、私は高山西ロータリークラ

ブの将来に危機感を覚えました。今後、急速に会員が増えていくと

いう可能性は低く、また会費の値上げというのも現実的ではなく、

早急に事業の見直しと組織改革が必要であると思いました。 

そんな中で、３年前にＣＬＰ委員会を立ち上げ検討しながら、前

年度現状に合ったクラブ組織と活動内容を決議し、本年度より新た

なクラブ組織による活動が始まります。クラブ運営管理部門・会員

増強部門・奉仕プロジェクト部門・青少年奉仕部門の４つの新たな

部門に、１５委員会が所属します。部門に委員を所属させ、部門内

のすべての委員会を担当していただきます。また、長年継続してき

ましたインターアクト委員会は、荒川先生とお話をしまして飛騨高

山高校インターアクトクラブを廃止しまして本年度限りとします。

したがって、青少年奉仕部門は1委員会となりますので青少年奉仕

委員会を奉仕プロジェクト部門へ入れたいと思います。１２月の年

次総会にお諮りをさせていただきますのでよろしくお願いいたし

ます。社会奉仕委員会が担当していますソフトミニバレー大会は、

年１回の主催とします。 

例会につきましては、規定休会をフルに活用いたしまして、例会

数が37例会と例年より10例会程少なくしました。これは例会を軽

視するわけではなく、毎会内容の濃い、印象に残る例会をしていた

だきたいからです。そのため、各委員会の担当は1例会としました

ので、命を懸けて例会を企画してください。また、例会運営にあた

り担当の委員が不在ということがないように、例会ごとに担当委員

を記載した例会運営表を作成していただきます。 

 本年度の、メイン事業はロータリー財団地区補助金事業でありま

す「ハンドボールTAKAYAMA ONE-TEAM講習会及び試合応援」です。

ハンドボールは中学校や高校では全国で上位の活躍経験があり、ま

た女子社会人チーム「飛騨高山ブラックブルズ」がある競技ですが、

その面白さやルールが理解されずなかなか地域に浸透していない

のが現状です。そこで、小学生を対象に講習会や試合観戦に参加し

て興味を持っていただくことにより、競技選手や応援者が増えハン

ドボールという競技を地域に根付かせることが目的です。その予算

は、補助金10,000ドルとクラブ拠出金１,470ドルで約120万円の

事業です。予算の多くは、中学生選抜チームへの高山西ロータリー

ロゴ入りのユニホームの贈呈と、ブラックブルズ試合観戦チケット

の購入費です。会員の方々にも講習会と試合観戦を子供たちと一緒

になって参加していただきたいと思います。余った補助金は、新型

コロナウイルス対策費用に変更して使用する予定です。各委員会に

おいて活動方針である「今、ロータリーとして何が出来るのか」を

考えていただき、次年度のもう一つの柱となる新たな活動を計画し

ていただけることを期待いたします。 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●国際ロータリー第2630地区 

米山記念奨学委員 村瀬 祐治 様 

本日 米山奨学生メイ・スイートさんと例会

訪問させて頂きます。コロナウイルス感染防

止のため3か月遅れてスタートいたします。9

か月間よろしくお願いします。 

 

 

●堺 和信さん、下屋 勝比古さん 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、十分な準備が整わない 

うちに今日を迎えました。1年間困難な状況ではありますが、し 

っかりクラブ運営のため邁進いたしますのでどうぞよろしくお願 

い致します。 

・今年度当クラブでお世話する米山奨学生のメイ・スイートさん、 

地区米山奨学委員 村瀬 祐治 様のご来訪を歓迎いたします。メ 

イさんは地区オリエンテーションなど日程が遅れていますが、世 

話クラブとして毎月ご来訪頂きます 

●伊藤 松寿さん 

・米山奨学生メイ・スイートさん、例会訪問大歓迎です。カウンセ 

ラーの伊藤です。よろしくお願いします。 

・宮川人道橋が7月5日、完工式と渡り初めが行われます。直前の 

コメントと写真が中日新聞に掲載されましたので。 

●内田 幸洋さん 

今朝の新聞に伊藤さんと松田さんが載っていました。当クラブの誇

りです。 

●遠藤 隆浩さん 

堺・下屋丸、なかなか厳しい船出となりましたが、荒波を乗り越え 

て頑張って下さい。一年間よろしくお願い致します。一水夫として 

付いて行きます。垣内大委員長、堺さん下屋さんを支えて引き続き 

頑張って下さい。  

●垣内 秀文さん 

前年度は大変お世話になりました。正確に言うと6/30を持ちまし 

て無事にお仕事を終える事が出来ました。重ねて感謝申し上げます。 

ありがとうございました。本日は堺・下屋丸のめでたい出航の日で 

す。しばらくのんびりしてました。乗り遅れない様、微力ですが頑 

張ります。余談ですが、髪の毛は前から少ないですが、白いのが沢 

山増えてました。今年度末は下屋さんの痩せた姿見てみたいです。 

●挟土 貞吉さん 

・2020-2021高山西ロータリークラブ船出を祝して。堺和信会長、 

下屋勝比古幹事、理事、役員皆様ご苦労様です。一年間頑張って 

下さい。ＣＬＰ新組閣での西クラブの活躍期待しています。三密 

等予期せぬ事態での船出、気苦労大変かと思いますが、楽しくや 

りましょう。 

・郡上のおじいちゃんにはかないませんが、35年ファイン20,000 

円持って参りました。 

●門前 庄次郎さん 

いよいよ堺・下屋丸が出航いたしました。会長幹事さん、新型コロ 

ナ禍の中大変な一年になると思いますが宜しくお願いします。今年

度S.A.Aをやらせて頂きます。一緒にやって頂く委員さんと共に、

楽しい例会を目指して頑張ります。宜しくお願いします。 

●塚本 直人さん 

新年度に入り初めての例会です。堺会長、下屋幹事、今年度よろし 

くお願いします。お二人のご健勝とご活躍をお祈りいたします。素 

晴らしい年度になりますように。 

●田邊 淳さん 

遠藤前会長、垣内前幹事、1年間お疲れ様でした。堺会長、下屋幹 

事の出発を祝します。 

●岡田 贊三さん､田近 毅さん､平 義孝さん､内田 幸洋さん、 

古橋 直彦さん、米澤 久二さん､田中 武さん､鴻野 幸泰さん､ 

大村 貴之さん､新井 典仁さん､山下 直哉さん、黒木 正人さん､ 

杉山 和宏さん、松田 康弘さん 

堺・下屋丸の出航です。コロナに負けず頑張って下さい。みんなで

盛り上がっていきましょう!! 

●鴻野 幸泰さん 

今年度もお弁当の注文をいただき誠にありがとうございます。 
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