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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２６４１回例会  令和３年７月２日 
お祝い・新役員挨拶 

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＞  

◎2020-2021年度ロータリー財団部門補助金小委員長 より 
・補助金支給額変更について 予定額 ＄11,450 ⇒1,214,867円 

◎ガバナー、地区代表幹事より 
・2021-2022年度ガバナー事務所、および地区大会事務所開設のご案内 
 〒516-0037  伊勢市岩淵1-6-21 三和ビル3階 
  TEL    ガバナー事務所   0596-65-7281 

  地区大会事務所    0596-65-7285 
   FAX    共通        0596-65-7282 
  E-Mail   ガバナー事務所   2122@rid2630.jp 

 地区大会事務所   2122taikai@rid2630.jp 
◎ガバナーエレクトより 
・2021-2022年度ガバナーエレクト事務所開設のご案内 
 〒502-0187  岐阜市長良福光2695-2 都ホテル岐阜長良川3F 
  TEL    058-297-2630    FAX       058-297-2631  
   E-Mail  2223@rid2630.jp  執務時間  10:00～17:00 

・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）2022年3月26日（土） 

都ホテル岐阜長良川 
地区研修協議会    4月16日（土）都ホテル岐阜長良川 

  地区大会 10月22・23日（土・日）都ホテル岐阜長良川 
◎直前ガバナーより 
・2020-21年度ガバナー事務所閉鎖、直前ガバナー事務所開設のお知らせ 

◎2020-2021年度地区大会実行委員長より 
・地区大会事務所閉鎖のお知らせ 

◎高山岊城ライオンズクラブより 
・結成50周年記念大会延期のお知らせ 

＜例会変更＞ 
美濃加茂 … 7月 9日（金）は、21-22年度定例総会開催のため 

 18：00～ シティホテル美濃加茂5F に 変更 
7月23日（金）は、スポーツの日のため、休会 
8月 6日（金）は、IAC合同清掃早朝例会のため 

7：00～  美濃加茂市前平公園 に 変更 
8月13日（金）は、定款により 休会 
 

 

 

＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 （当日欠席）平 義孝 ７．２、岡田 贊三７．２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

田近 毅、  阪下 六代、     門前庄次郎、大村 貴之 

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 

 

 

◎在籍周年記念表彰 

       阪下 六代 

３５年 

 

 

 

◎出席表彰、３ケ月表彰  

コロナウイルス感染拡大防止のための休会措置のため該当ナシ 

             

◎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 代理  塚本 直人  

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５名の方を、堺直前会長より表彰させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投函件数21回で1位がお二人、米澤久二さん、鴻野幸泰さんで

す。 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２５名 － ２５名 ３４名 ７５．５３％ 

＜バッジの交換＞ 

＜出席報告＞ 
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2位 垣内秀文さん、3位 内田幸洋さん、4位 遠藤隆浩さん、5位

も投函15回がお二人、平義孝さんと田邊淳さんでした。 
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。 

 

役員挨拶 

副幹事   大村 貴之 

本年度 副幹事を務めます大村です。

大役をいただき緊張しておりますが、会

長・幹事に協力しながら勉強させていた

だきます。また、来年度に向けてしっか

りと準備を進めていきたいと思います。

一年間よろしくお願いします。 

 

会長エレクト   垣内 秀文 

今年度会長エレクトを拝命いた

しました垣内です。どうぞよろし

くお願い申し上げます。指定席が

移動し景色が一変しました、本日

入室して一旦は着席しましたが落

ち着かず用もないのにうろうろし

たり、トイレに行ったりと動揺は

隠せません、西クラブ入会させて

頂いて13年目となりましたが、13

年前の私にサプライズで伝えてやりたい気分です…衝撃的過ぎて、

きっと悶絶することでしょう。 

現在の私でも自分で本当に良いだろうか？少しどころか、かなり

不安がありますが副幹事をしっかり者の大村貴之さんが引き受け

て頂けた事は私にとっては最大の幸運でしかありません。 

 この一年間は鴻野会長、向井幹事の元、微力ですが任務を全うし

ていきます、そして本日のように目出度い出港が出来るよう大村副

幹事と次年度にむけて勉強しながら出港の準備をして行きます、ど

うぞ皆様ご指導の程よろしくお願い申し上げます 

 

副会長   下屋 勝比古 

まず、前年度の幹事におきま

しては、皆様のご協力により無

事勤めることができました。厚

く御礼申し上げます。 

 さて、今年度はさらに引き続

き「副会長」という重責を任さ

れました。今後に向けてしっか

り勉強させていただきながら、 

鴻野・向井さんの活動を支えつつ自己研鑽に努めます。また、クラ

ブ運営部門長も兼務させていただきます。ＳＡＡと協力してスムー

ズな会の運営のために皆様のご協力をいただきながらしっかり働

かせていただく覚悟でいます。 

 

 
今年２月から、「元気」が取り柄の私でしたが、体調を崩して皆

様には大変なご心配とご迷惑をおかけしました。今後は体調管理を

しっかりしながら、元の元気を取り戻すべき回復に努めます。 

どうぞ１年間よろしくお願いいたします。 

 

幹事     向井 公規 
こんにちは。今年度幹事を

やらせて頂きます向井です。

宜しくお願いします。 
まさか私が幹事になるとは、

夢にも思っておりませんでし

た。緊張と不安がありますが、

鴻野会長のサポートを微力な

がらできればと思いますので

どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
本年度鴻野会長は「ファイト！行動するロータリー」をスローガ

ンに掲げられました。コロナ禍での自粛や、閉鎖的なムードがまだ

残っています。しかし、だからこそ、コロナに負けず、次を考え行

動をしていこう！という事だと私は感じております。 
昨年度は、親睦を深める場がなかったため、本年度も引き続き杉

山さんに親睦委員長をお願いさせて頂きましたが、クリスマス例

会・新年家族例会・新緑例会は是非実現出来ればと切に願っており

ます。 
そして本年度、大きな事業として「財団補助金事業」がございま

す。共催を「高山地区手をつなぐ育成会」、また「やまゆり連絡協

議会」「高山市社会福祉協議会」「ネットワークHIDA」の協力を得

まして、10月31日に飛騨・生活文化センターに於きまして、「手

に手をつなごう ~飛騨地区障害児・障害者フェスティバル」を開

催させて頂きます。当クラブと障害者の方やその親御さんとの交流

の中で、障害者の方への理解向上、そして障害者の方に少しでも自

信を持って頂き、協調性を育んで頂きたい思いで開催されます。作

品を制作して頂き1週間の展示させて頂く他、映画の放映や太鼓や

イルージョンの披露、縁日などを予定しております。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、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
次に、先ほどの幹事報告の際説明もさせて頂きましたが、観光案

内付の名刺というのを、会報・雑誌・広報委員長である田邊さんか

らのご提案がありまして、社会奉仕委員との共同事業として採用さ

せて頂きました。高山の観光産業が落ち込んでいる昨今ではござい

ますが、アフターコロナを見据え、高山が再び元気になるための

PRを！という会長の想いがございますのでよろしくお願いします。 
そして事業と言うわけではありませんが、今までも、そしてこれ

からも課題となるのが「会員増強」だと思います。今期も3４名か

らのスタートであり、大変厳しい状況ですが、これは、部門や委員

会任せではなく、クラブ全体で取り組む課題だと思います。東京の

紀尾井町RCに私の友人が所属しており相談したところ、こちらの

クラブも6年前は45名でしたが、今は77名、将来は100名を目

指しているとのことで、会長と先日ZOOMミーティングもさせて

頂きました。都心・地方関わらず、会員増強ならびに会員の退会を

減らす努力はどこも同じと痛感しました。会員増強の一助となれば

と思いまして、現在は直前会長となりますが、紀尾井町RCの大竹

さんに、ZOOMでの卓話も検討しておりますので、よろしくお願

い致します。 
最後になりますが、直前会長の堺さんに2年ほど前に飲みの席で 

「どれだけ仕事が忙しくても、出来る役割だから回ってくる」とい

うお言葉を頂きました。 
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沢山の緊張感や不安はありますが、自分の出来る役割を模索しな

がら、鴻野会長の思い描く「ファイト！行動するロータリー」の実

現に向けて、幹事職を全うしていきたく思いますので、どうか皆様

の温かいご指導ご鞭撻を賜りたいと思います。 
 

 

会長  鴻野 幸泰 

2021 年～2022 年

度 高山西ロータリ

ークラブ57代会長を

務めさせていただき

ます。コロナ禍の中

で 3 月の PETS、４

月の地区研修協議会

がズームで開催され

ました。今までのロ

ータリーの歴史の中

で初めての出来事だ

ったと思われます。 
そして我々、西ロー

タリークラブでも各

委員会のミーティングが出来ずに新年度がスタートしました。それ

でも例会では、従来どおり行う事は変えずに、新しく行う行事につ

いては、向井幹事と話し合いながら考えております。 
新しい取り組みについては、一つ目はオンラインでの例会です。

試験的ですが会員それぞれとオンラインでつなぎ例会を開催して

みたいと思います。そして、できれば他のロータリークラブとオン

ラインでの合同例会の開催をしたいと思っています。 
二つ目は、広報委員会と社会奉仕委員会の合同事業で観光カード

名刺の作成です。アフターコロナを見据えて観光産業が主軸である

高山市が、いち早く回復することを高山西ロータリークラブとして

応援したいと思い作らせていただきます。会員の皆様方は、出張さ

れた時、そして旅行された時、観光カード名刺を色々な方に渡して

ください。 
そして、今年度の目玉行事ですが、財団補助金を使った行事 飛

騨地区障害児・者フェスティバルの開催です。10 月31 日 飛騨生

活文化センターで映画、イリュージョン、縁日、作品展示などを計

画しています。会員の皆さんと障害者の方とのふれあいの場ですの

で全員参加でお願いしたいと思います。どうか一年間よろしくお願

いします。 
 
 
 

 
 
 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん 

本日より１年間、高山西ロータリークラブの会長・幹事を務めさせ 

ていただきます。新型コロナウイルスの影響も未だ続き、十分な準 

備が整わない内に本日を迎えました。まだまだ困難な状況ではあり 

ますが、活動方針「ファイト！行動するロータリー」の下、ロータ 

リー活動を通して新たなる行動を見つけ、次年度次々年度そして未 

来に繋げていきたく思いますので、皆様方のご協力をお願い申し上 

げます。 

●堺 和信さん 

皆様のお蔭で無事１年間を終える事が出来ました。本当にありがと

うございました。今日から気楽に例会に出席できます。鴻野会長向

井幹事、１年間頑張って下さい。 

●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

鴻野・向井丸の出港おめでとうございます。風の噂ですが一年前か

らの準備は万全だそうですね。大船に乗ったつもりで残り364日

よろしくお願いします。私共も与えられた任務を全うする事はもち

ろんの事、次年度へ向け勉強やら準備と頑張っていく所存です。ど

うぞよろしくお願い致します。 
●塚本 直人さん 
今日から新年度の始まりです。鴻野会長・向井幹事には一年間お世

話になります。まだまだコロナの終息はメドがつきませんが、明る

く元気な一年となりますように祈ります。素晴らしい船出をみんな

でお祝いしましょう。財団補助金事業も成功しますように。 
●田近 毅さん 
・孫の中1の田近有希が中学生対象の第33かい英語スピーチコン 

テストにおいて最優秀賞を頂きました。 
・鴻野丸、頑張って下さい。 
●伊藤 松寿さん､内田 幸洋さん､阪下 六代さん､斎藤 章さん､ 
田中 武さん､門前 庄次郎さん､米澤 久二さん､遠藤 隆浩さん､ 
下屋 勝比古さん､新井 典仁さん､杉山 和宏さん、榎坂 純一さん､ 
松田 康弘さん、中島 一成さん､堀 幸一郎さん 

コロナ禍の中、昨年度は前堺会長・下屋幹事、一年間ご苦労様でし

た。そしていよいよ2021-2022年度がスタートしました。鴻野・

向井丸の出航です。今年度こそ安心・安全な一年となり会長・幹事

を中心に、楽しく実りある活動が出来る事を祈ります。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2年ぶりの旧会長幹事慰労・新会長幹事激励懇親会 

は7月4日(日)、花水木にて行われました。コンペ 

参加の７名の皆さんもお疲れ様でした。 
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