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＜会長の時間＞ 
今月に入り、停滞する梅雨前線の影響

で雨が降り続き、4日には九州地区で、

そして7日夜から８日未明にかけての大

雨より飛騨地域でも大きな被害が出ま

した。気象庁は「令和２年７月豪雨」と

命名しました。この災害により、亡くなられた方々のご冥福をお祈

りするとともに、被害にあわれた方々には心からお見舞い申し上げ

ます。また、いまだ孤立状態にある地域があるとのことで、早期に

道路が復旧し元の生活に戻れることを願うばかりです。 

私の家は、宮川沿いにありまして毎日川の水位を見ているのです

が、８日朝５時頃起きまして宮川の水位を見ると、道路より水面が

３ｍ位の位置まで上昇していました。すぐにテレビを付けてニュー

スを見ていたら、下呂市の被害状況が映し出されていて悲惨な状況

でした。しばらく見ていると突然地デジ放送が全て映らなくなり、

ケーブルテレビなので基地局が停電したのかもしれないと思いま

した。後日、ケーブルテレビ会社社員に聞きましたら、国道沿いに

ケーブルが配線されていて、小坂町の国道の崩落により配線が切断

されたそうです。予備配線への切り替えに時間が掛かってしまい謝

罪されました。そして、６時半頃突然携帯電話が大きな音で鳴り、

気象庁より岐阜県全域に大雨特別警報が出されと表示されていま

した。このような経験は初めてで、その時は雨の降り方もさほどで

はなく、社員を出社させて良いものか考えました。「命を守る行動

をしよう」と思い、関係会社３社のそれぞれの担当者に電話をし、

大雨特別警報が解除されるまで、自宅待機をするよう全員に連絡す

るように言いました。家の周りでは、消防団が消防車で避難勧告が

出ているので、避難所へ避難するように告げて回っていました。朝

食を済ませ、家に居ようかどうしようか考えていると、町内会長が

訪ねて来て、「すぐに西小学校へ避難するように」と言い、一軒一

軒廻っているようでした。そこで私は、小学校へ行くより会社へ行

ったほうが安全だと思い、７時半頃会社へ向かいました。会社で仕

事をしていると、雨は小康状態となり、１１時には社員たちに午後

から出社をするように連絡をしました。１１時４０分頃、大雨特別

警報が解除され、お昼に自宅へ戻ると、川の水位は朝の半分位まで

下がっていました。 

午後からは、本日の例会の打ち合わせと、新聞社への挨拶廻りへ

行きました。挨拶回りの途中商店街を通ると、ほとんどのお店がシ

ャッターを閉めていました。また、コンビニやチェーンレストラン

も商品が届かず閉めているところが多かったようです。 

飛騨地域の被害状況がテレビやSMSで分かってくると、その大き

さに驚くとともに、新型コロナ感染症の影響から戻り始めたばかり

の経済が、また後戻りしてしまうと思いました。飛騨の経済を元に

戻すためにも、早期復旧が不可欠です。災害への義援金寄付の依頼

が来ると思いますので、ご協力をお願いします。 
 
 

 
＜幹事報告＞  

◎辻直前ガバナーより 

・「公式訪問で投げかけた問  

 ～75クラブすべての会員に 

考えてもらった問題～」について 

◎ロータリー囲碁同好会より 
・『第１９回ロータリー全国囲碁大会』開催のお知らせ 

日 時  10月3日(土) 10:00開会式 16:00表彰式 

会 場  日本棋院会館本院  (東京・市ヶ谷)１Ｆ対局場 

   主 催  ロータリー囲碁同好会日本支部 

共 催    第2580、2750両地区   ホスト  東京ＲＣ 

登録料  7,000円（昼食代、賞品等含む）   

◎飛騨地域医療支援プロジェクトより 

・「ｺﾛﾅ対策医療支援基金官民共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」への協力のお願い 

＜例会変更＞ 
高  山 … 7月23日（木）は、法定休日（海の日） のため、休会 

8月 6日（木）は、納涼浴衣例会 のため  
18：30～ 八ツ三館 に 変更 

8月13日（木）は、定款により 休会 
＜受贈誌＞ 
高山中央ＲＣ（会報）、不破ＲＣ（活動計画書） 

 

 

＜出席報告＞ 

 

＜本日のプログラム＞   決算・予算報告 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

３１名 － ３１名 ３６名 ８６．１１％ 

2019-20年度会計代理 米澤 久二  2020-21年度会計 斎藤 章   

前期コロナ禍中における例会取り消し期間中の食費に該当する金額を

特別会費会計へ繰入れ、今期の特別会費の徴収を行わない事といたしま

した。また行事等取り止めのため支出が抑制され、今期は特別会計から

本会計への繰入れは行わずに予算を立てることが出来ました。 
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役員挨拶  副幹事 向井 公規 

本年度副幹事を仰せつかりました、向

井です。ロータリーのイロハがまだまだ

理解できていない私が、副幹事を務めさ

せて頂くのは何かと不安や心配もあり

ます。本日初めて、前列の席に座らせて

頂き緊張感もありましたし、先日、下屋幹事からは「副幹事は、上

半期はともかく下半期に入ると心がかなりザワついてくるよ」との

更に緊張感あるアドバイスも頂きましたが、会長・幹事・会長エレ

クトの背中を見ながら、そして皆様のご指導頂きながら、この1年

務めさせて頂ければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

クラブッセンブリー 

Ｓ．Ａ．Ａ  門前 庄次郎  

今年度S.A.Aを担当させて頂きます門前

です宜しくお願いします。一緒にやって頂

きますのは、福委員長に内田さん、委員に

黒木さん、長瀬さん、新井さん、萱垣さん、

高井さん、以上の7名です。 

 基本方針としまして、「S.A.A は会場監督として全ての例会を設

営・監督する責務が有ります。よって例会が楽しく秩序正しく運営

されるよう、常に心を配り、気品と風紀を守り、その会合がその使

命を正しく発揮できるように努めます。」とさせて頂きました。 

8月7日の担当例会では、第一例会でもあり時間が読めない処も

有りますので、委員さんにS.A.Aについての思いを話して頂く予定

です。 

また新型コロナウイルスの問題も先の読めない処が有りますが、

これからの例会の有り様について少し話をさせて頂きます。 

 例会には必ずマスクをつけて参加ください。またテーブルにはそ

れぞれ一人ずつ前向きに座って頂き、食事中もなるべく会話を控え

て頂けると有り難いです。開始前にS.A.Aで、机といすのアルコー

ル消毒をいたします。 

 例会の中では、ストレッチ体操はやりますが、ロータリーソン

グ・四つのテストの唱和は当分控えますので宜しくお願いします。 

 コロナの問題が早く解決する事を祈りながら、一年間頑張りたい

と思います。 

 

 

会員増強部門長   田近 毅 

部門長以下会員増強委員長 田邊 淳、職

業分類・選考委員長 内田 幸洋、ロータリ

ー情報委員長 井辺 一章、および８名の会

員にて、防げ会員退会、めざせ会員増強を

スローガンに活動する。 

 

 

 

会員増強委員長   田邊 淳 

本年度「会員増強委員長」を拝命した

田邊です。 

田近部門長の指導のもと、基本方針で

ある「現会員の退会防止」「クラブ活動

を一緒に行える人材の入会促進」に努め

て参ります。 

具体的計画としては、以下を行います。 

・昨年度皆さんからお伺いした新規会員候補者ﾘｽﾄの再洗い出し、 

・退会者の退会理由の解消、・会員との情報共有、意見交換 

 また本年担当例会が8/28 にありますが、地区会員増強委員であ

る可児RCの亀井和彦様の卓話を予定しております。 

本年度宜しくお願い致します。 

 

 

職業分類・選考委員長  内田 幸洋 

会員増強の一助となるべく、側面から

の応援をします。一業種一会員の定めが

撤廃された今、同業他社からの推薦を幅

広く募集するようお願いし、会員として

ふさわしい人材を確保するべく活動し

ます。 

 

ロータリー情報委員長   井辺 一章 

「ロータリークラブに早く馴染んで

もらえる様、ロータリーの歴史、目的お

よびクラブ活動に関する情報を提供し、

ロータリークラブの理念を共有し、ロー

タリアンとしての意識高揚に努める」を

基本方針に、新会員となられた方へのオリエンテーションを行いま

す。 

 

クラブ運営管理部門長    

垣内 秀文 

本年度、クラブ運営管理部門長を拝命

致しました。新しい部門委員会でありま

すが、前身はクラブ奉仕委員会で8委員

会にて形成されていました。 

当部門は親睦、出席プログラム、会報、ニコニコと4委員会を傘

下に置いております、クラブの管理は元より、例会の運営に関わる

ことが多いのでの委員の皆様が効率よく機能していくよう心掛け

ます。ロータリーの友情を心から信じ、ロータリーは大先輩から新

会員まで平等であるという言葉を真に受け、運営管理表には15名

の委員の皆さんを均等に振分けさせて頂きました。都合の悪い時も

あると思いますが、連絡を取り合いながら例会に穴をあけることが

無きよう、運営管理部門の委員の皆さんのご理解ご協力を一年間通

じてお願い申し上げます。 
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出席プログラム委員長 

およびニコニコ委員長代理 井上 正 

１．出席プログラム委員会 

今年度は新型コロナウイルス対策として、

今後例会に出席できない、または、開催

が難しい場合を考え、多様な出席の方法

を模索するため、例会時に会場で「zoom」を使って例会への参加を

体感していただける機会を考えています。 

 

２．ニコニコ委員会 

昨年度同様、あいのりテーマや、会員ひとりひとりの出来事やエ

ピソードにもメッセージを出していただけますよう、積極的に推

進して参りたいと考えています。 

 

 

会報委員長 榎坂 純一 

会報委員長の榎坂です。会報委員会では、

当クラブの活動をしっかりと記録し、LINE

やメールなどを駆使して、会員が会報に接

する機会を増やすことを方針とします。よ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
＜ニコニコボックス＞ 

●堺 和信さん、下屋 勝比古さん 

・突然、梅雨前線が大暴れしたおかげで、高山から南飛飛騨地域の

あちらこちらで大きな被害が出てしまいました。ご家族や会社関

係、友人や職員で避難したり怖い目に遭われた方にお見舞いする

と共に、孤立寸前の飛騨地域が早く元の状態に戻る事を祈るしか

ありません。 

・今日は新年度のクラブアッセンブリーです。担当の部門長・委員 

長よろしくお願い致します。 

●田邊 淳さん､岡田 贊三さん､米澤 久二さん､遠藤 隆浩さん､ 

 黒木 正人さん 

コロナに加え、ここ数日の豪雨被害を受けられた方にはお見舞い申

し上げます。コロナ✙豪雨と災害続きで疲れ切っていますが、負け

ずに頑張りましょう!!  

●井上 正さん 

本日は長女理菜の21歳の誕生日です。オンラインが始まり、毎日

お店でのサンドウィッチ販売と両立させながら頑張っています。本

来でしたら東京にいるはずの時を、夫婦共々ボーナスだと思いなが

らありがたく一緒に過ごしています。この一年も元気に過ごしてく

れる事を願って。 
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