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ファイト！行動するロータリー 

２０２１－２０２２年度ＲＩテーマ 

第２６４３回例会  令和３年７月１６日 
ガバナー補佐訪問、補助金事業説明 

奉仕しよう  
みんなの人生を 
豊かにするために 

＜会長の時間＞ 
本日ゲストで来ていただいた2630 地

区濃飛グループガバナー補佐 高山ロー

タリークラブの住 宏夫様には、4 年前 
我クラブで交換留学生(スイスからのノ

ミエ)を受け入れる時、大変にお世話をか

けました。 
当時米澤さんが会長エレクト、私が副幹事で次年度に留学生を受

け入れる事になり、飛騨高山高校にはインターアクトクラブの荒川

先生がみえましたので、留学生を受け入れていただけないか相談に

行きました。荒川先生は、高山高校の生徒にとってもたいへん良い

事なのでと、おっしゃっていただきました。しかし、校長先生に米

澤さんと私とお願いをするために学校へ行ったのですが学校の事

情もありお断りなられました。その後、米澤さんと相談をして、斐

太高校で留学生をお願いできないか、斐太高校インターアクト部の

ホストクラブである高山クラブへ相談に行きました。その時の高山

クラブの会長が住さんでした。住さんは、さっそく高山クラブの皆

さんに相談され了承を得て斐太高校にお願いしていただきました。 
結果、こころよく受け入れてくださり、米澤さんと私が斐太高校へ

お願いに出向いた時も一緒に行って下さりました。おかげでスイス

からの留学生(ノエミ)が一年間たいへん楽しく有意義にすごさせて

いただきました。本当にあの時住様には、お世話になりあらためて

御礼申し上げます。 
 
 

＜幹事報告＞  

◎高山ロータリークラブより 
・高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問 
例会のご案内 
日時 9月2日（木）12：30～  
会場 ホテルアソシア高山リゾート 

◎第2680地区ガバナー、会員維持増強委員長より 
・小冊子送付のご案内 

2020-2021年度｢会員維持増強物語 -ロータリアンで良かった- ｣ 
2018-2019年度｢会員増強物語 – ベスト60人の心 - ｣ 

 
＜例会変更＞ 

高  山 … 8月 5日（木）は、納涼例会のため  
18：30～ ホテルアソシア高山リゾートに変更 

8月12日（月）は、定款により 休会 
高山中央 … 7月19日（月）は、定款により 休会 

8月  9日（月）は、法定休日のため 休会 
8月16日（月）は、定款により 休会 
8月30日（月）は、納涼例会のため  

18：00～ 山陣 に 変更 
＜受贈誌＞ 
高山中央ＲＣ（活動計画書）、下呂ＲＣ（活動計画書）、可児Ｒ 
Ｃ（活動計画書）、米山記念奨学会(ハイライトよねやまvol256) 
 

 

 

＜本日のプログラム＞   ガバナー補佐訪問 
国際ロータリー第2630地区 
濃飛グループガバナー補佐 
     住 宏夫 様  
皆さん、こんにちは。今 

年度濃飛グループガバナ 
ー補佐を務めさせて頂く 
住宏夫です。1955年2月 
生まれで、職業は明治40 
年創業で創業114年の高山 
印刷㈱株式会社です。所属 
する高山ＲＣには1996年 
4月入会し、25年目となり 

ました。 
ガバナー補佐の役割は、2630 地区との架け橋であり、濃飛グル

ープ内の各クラブが活発に活動するためのお手伝いをすることで

す。主体は、各ロータリークラブです。 
ＲＩシェカール・メータ会長のスローガンはServe to Change  

Lives「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」です。詳

しくは、皆様のクラブ活動計画書を読んでください。内容として、

3つのポイントがあるのではと思いました。 
・もっと行動し、もっと成長する 

もっと行動し＝より大きく、インパクトをもたらす奉仕プロジェクト 
もっと成長する＝会員を増やし、参加基盤を広げること 

・会員増強  
17年間、会員120万人を130万人に増やす。そのキーワードは、 
each one, bring one です。当地区も会員減が深刻です。今年も 
会員増ができることを期待します。 

・ＤＥＩ  Diversity Equity Inclusion 多様性・公平さ・開

放性（包容・受容） 特に女性に焦点をあてていきます。 
私として、印象に残った言葉は、「変革者の皆さん、人生は冒険

であり、メンテナンスではありません」という言葉でした。今後の

行動を冒険のあるものにしたいと思います。 
浦田幸一ガバナー の スローガンは、「常に超我の奉仕を胸に」

です。特に「先義後利」荀子の言葉（義を先にして理を後にする者

は栄える）をもとに、日本的なロータリーを目指しています。特に、

クラブ間の交流をはかり、力を合わせてクラブ活動を活発にする、

その前提として親睦をぜひ図ってほしいということでした。1年半

のコロナウイルス感染症の中で親睦の重要性が、はっきりしてきた

と思います。また、その一環として11月18日（木）には、ガバナ

ー杯ゴルフ大会も行われます。濃飛グループでは、10月9日（土）

に予選会を行います。 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２５名 － ２５名 ３４名 ７３．５３％ 

＜出席報告＞ 
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当地区の IM は、10 月 24 日（日） コロナウイルス感染症の中

ですが、是非リアルで行いたいと思います。お酒の提供については

しばらく様子を見て考えますが、楽しい IMを企画してますので皆

様のご参加をお待ちしております。 
皆様と一緒にロータリーを盛り上げていきたいともいますので、

一年間よろしくお願いします。 
 

財団補助金事業説明 

会長 鴻野 幸泰 

今までに財団補助金事業に何度か関

わらせていただきました。関わっていく

うちに、自分の会長になったら何かでき

ないかと思うようになりました。約3年

くらい前に小中学校の同窓会がありそ

こで私の同級生と話しをしている時、一人の同級生の子供が知的障

害がありそして障害者の親の会(手をつなごうの会)がある事を知り、

たまたまその同級生が親の会の会長を務めていたので話をしてい

る内に何か親の会と高山西ロータリークラブと協力してできない

か？その様なことが始まりで今回の事業を考え進めさせていただ

いております。クラブの皆様方にはご協力をお願いすることは、も

ちろんですが、第一に障害者の方そして保護者の方と一緒にふれあ

い楽しんでいただく事が目的ですのでよろしくお願いします。 

 

実行委員長   田中 武 
 
いよいよ具体的になってきました。 

鴻野会長が 3 年ほど前から取り組ん

できた素晴らしいイベントだと思い

ます。何としてでも成功させましょう。

それには我がロータリーメンバーの

全員参加が必要です、私たちも一緒に

楽しみましょう。 
私も数回会議、打合せ等に行き色々な話を聞かせて頂き感激致し

ました、時期的には暑くもなく寒くもなくちょうど（10月31日・

日曜日）良い時期だと思います。 
開催の趣旨・目的は●障がい児・者が安心して参加できる事。そし

て家族同士の交流、我がクラブとの交流（相互理解）●展示会によ

る展示作品の喜び、優秀作品の表彰等により自信と意欲の向上に

繋:げる です。またステージでは、映画上映・太鼓演奏・イリュ

ージョン等大変楽しい内容になっています。是非ともご理解ご協力

よろしくお願い致します。 
 

ステージ担当副実行委員長 

   田近 毅 

ステージは大きく 3 つの演目を予定

しています。飛騨高山太鼓団・童心に

よる太鼓演奏、サイキックマスター

NAOさんのイリュージョン、そして

作品については現在協議中ですが、

80分程度の映画上映です。  
 

 
縁日担当副実行委員長  垣内 秀文 

縁日担当の説明させて頂きます。事

業開催中は常時運営となっており、内

容としまして一本釣り抽選会、駄菓子

屋等々を行う方向で検討しておりま

す。準備等は㈱ナベシマに全面協力を

いただきますが、当日はブースごとに 
 

 
張り付きで2名程度の会員様にお願いする事となります。また、縁

日会場でタイムスケジュール調整も必要となってきますが本町の

オレンジベアーさんに依頼しバルーンアートの演出を計画してい

ます。又天気も気になりますが広場ではミニSLを走らせて参加者

に楽 しんで頂けるよう計画しています。 いずれにしてもこの事業

を成功裏するためには、会員全員の皆さんの力が不可欠です。重ね

てご理解ご協力の程お願い申し上げます。 
 

展示担当副実行委員長 塚本 直人 
ＲＩ財団補助金事業の展示担当に

なった塚本です。展示コーナーの運営

について、保護者代表の方々と打ち合

わせをしましたが、応募要項について

は保護者会から発信していただくこ

ととなっています。作品の展示場所は

飛騨世界生活文化センター内に素晴

らしい展示場があり、７/30に展示担当者と保護者が集まりもう一

度、展示内容と賞の選定について皆さんと確認する予定です。作品

数や大きさ等が確定していないのでレイアウト、展示方法は未確定

ですが、美術館の向井さんが幹事としてご協力していただけるので

とても心強いです。出品者、保護者の方々に喜んでいただけるよう

に準備します。 

 
 
 
＜ニコニコボックス＞ 
●濃飛グループガバナー補佐 住 宏夫 様 

鴻野会長、向井幹事率いる高山西ロータリークラブの皆様、本年度

はよろしくお願いします。 

●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん 

国際ロータリー第2630地区濃飛グループガバナー補佐 住 宏夫様 

ようこそお越し下さいました。本日はご指導の程宜しくお願いしま 

す。また本日は補助金事業説明があります。実行委員長の田中武さ 

ん、副実行委員長の田近さん垣内さん塚本さん、会計の米澤さん、 

よろしくお願いします。 

●伊藤 松寿さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん､古橋 直彦さん､ 
米澤 久二さん､垣内 秀文さん 

国際ロータリー第2630地区濃飛グループ住 宏夫ガバナー補佐の 

ご来訪を熱烈歓迎します。今年は厳しい指導を賜ります様お願いし 

ます。 

●挾土 貞吉さん 

住ガバナー補佐様のご来訪大歓迎します。一年間ご苦労様です。お 

導き宜しくお願い致します。 

●遠藤 隆浩さん 

住宏夫ＡＧのご来訪を歓迎いたします。一年間頑張って下さい。 
●堺 和信さん 
ガバナー補佐 住 宏夫 様の来訪を歓迎します。毎朝、私の自宅前

を夫婦で仲良く散歩されているのをお見掛けします。私も妻と散歩

をしたいのですが、妻はしっかり寝ています。今週月曜日に2回目

のワクチンを打ちました。翌日 38℃の熱が出て皆さんにＬＩＮＥ

したところ若いと言われ、嬉しいやら熱でえらいやらでした。解熱

剤を飲んだら2時間後にはすっかり良くなりました、お騒がせしま

した。 
●田近 毅さん､斎藤 章さん､井辺 一章さん､米澤 久二さん､ 
田中 武さん､門前 庄次郎さん､田中 晶洋さん､松田 康弘さん､ 
堀 幸一郎さん 

大谷さぁ～ん、アッパレ！松阪くん、ご苦労さん！  
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