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２０２１－２０２２年度ＲＩテーマ 

第２６４４回例会  令和３年７月３０日 
クラブアッセンブリー 

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＞ 
7 月 28 日は、土用の丑の日でした。

みなさんは、各家庭でそして、うなぎ

屋さんで食べられましたか？土用の

丑とは土用入りして(今年は 7 月 19
日)18日間、立秋までの丑の日今年は、

7 月 28 日が丑の日で土用の丑の日で

した。今年は一回でしたが二回ある年もあります。 
夏にウナギを食べるようになったのは千年以上も前のことで実際

にうなぎには、ビタミンA、B群などの栄養満点の食材です。疲労

回復効果や食欲増進効果があるので暑い夏には、 高の食材です。

またビタミンAにおいては100g食べると成人が1日に必要な摂取

量をとれる夏バテ防止にもいい食材です。夏の土用の丑の日を確認

するときに気を付けたいのが「立夏」ではなく「立秋」の土用の期

間の丑の日ということです。 
ウナギを調理するとき関東では、背開きにし蒸してから焼き上げ

るのが主流です。関西では、腹開きにして生のまま焼き上げるのが

主流です。岐阜県内では、関市美濃市がウナギ店が多くそして多治

見市、土岐市でもけっこうウナギ店があります。関市近郊では、昔

から刀匠や刀工が多く火を使う仕事ですから特に暑い夏には、ウナ

ギが好まれたと思います。同様に多治見、土岐についても陶器の町

で同じことが言えます。 
 

 

＜幹事報告＞  

◎高山あすなろ会より  

 ・第46回飛騨児童・生徒木工工作コンクールご後援のお願い 
期日・会場 9月10日(金)～12日(日)高山市民文化会館3階 
※新型コロナウイルス感染症対策のため、受賞作品の一般展 
示・表彰式は行いません 

◎ガバナーより 
 ・「日本のローターリー100周年ビジョンレポート2020」 

送付ならびにご回答のお願い 
   期日  12月13日（月）までにガバナー事務所へ 
・ガバナー事務所、地区大会事務所、地区事務所夏季休暇について 

 8月12日（木）～16日（月）  
※緊急の際は地区代表幹事 玉木090-3483-7557まで 

◎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 
大会日時  10月2日(土) 10:00開会式 16:00表彰式 
大会会場  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）   

＜受贈誌＞ 
高山中央ＲＣ（会報）、下呂ＲＣ（会報） 
 
 

 

 

＜本日のプログラム＞   クラブアッセンブリー 

米山奨学委員長代理  

副委員長 古橋 直彦 

高山市には大学がありませんので、米山

奨学委員会の具体的な活動が見えづらい

所もありました。ミャンマーからの奨学生

「メイさん」を当クラブが世話クラブとして受

け入れ、彼女も西クラブを定期的に訪問

することで、交流も出来ましたし、米山の

活動が多少理解できたと思われます。 

米山の寄付には功労者と協力者があり、協力者は年間、数千円とか

数万円の寄付が出来、西クラブでも協力者として寄付をお願いしてい

た時期もあります。毎年少しの額でも構いませんので、米山奨学にご

寄付願います。  
 
SA.A委員長  斎藤 章  
副委員長：田中 武、委員：長瀬 達
三、田中 晶洋、新井 典仁、堀 幸
一郎、高井 道子（前期：休会）の

７名です。 
前年度末に委員長に決定してい

た黒木さんが退会したため、急遽、

メンバーを入れ替え、上半期は６

名にてS.A.Aの活動予定です。 
基本方針は、コロナ禍における例会を含めてコロナ感染防止に気

をつけ、会が秩序正しく楽しい雰囲気で運営できる様努める。 
例会場の消毒を含め、バッジの手渡し、例会の司会など、諸々に気

を配る、で８月には担当例会１回を担当します。 
 

 
会報・雑誌・広報委員会  

委員長 田邊 淳 

副委員長：内田 幸洋 

基本方針・HPやFacebookへクラブ活

動を定期的に掲載、当クラブの HP や

Facebook を地域の方に閲覧いただく環

境を作る。・注目の雑誌記事を紹介し、

クラブ内の情報共有と活性化を計る。 

事業計画 

 1. 当クラブHPやFBを一般の方へ告知し閲覧回数を増やす 
（JFM観光カード活用） 

2. 毎月1回例会時に雑誌記事を紹介する。 
3. ゲストを招いての担当例会実施 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２７名 － ２７名 ３４名 ７９．４１％ 

＜出席報告＞ 



例 会 報 告  

２０２１－２０２２年度  

高山西ロータリークラブ  テーマ ファイト！行動するロータリー 

 

親睦活動委員長  杉山 和宏 
前年度、コロナのおかげでほとんど活

動できませんでしたので、卒業できず留

年となりました親睦活動委員長 2 年目

の杉山です。副委員長は榎坂純一さんで

す。一年間よろしくお願いいたします。 
親睦活動委員会は、基本方針にある

「親睦活動を通じて会員相互の理解と友情を深め、更なるクラブ活

動の活性化を図る」ため活動をしてまいります。 
活動内容は大きく４つになります。 
１つ目は「ドアチェックの実施」です。クラブ管理運営部門の委員

の皆様には順に担当していただきますが、現在は「検温・消毒」と

いう大切な仕事もありますので、担当となった方は１１時半までに

例会場へお越しくださるようお願いいたします。２つ目は「クリス

マス例会」です。ズバリ12月24日に予定しております。 
３つ目は、1月9日に予定しております「新年家族例会」です。 
４つ目は、「新緑例会」としまして 5 月 22 日に新穂高へ行きたい

な～と考えております。 
コロナ禍の状況次第で開催できるか不透明なところはあります

が、ワクチン接種が進めば気兼ねなく開催できるのではと期待して

おります。これらは会員相互の親睦のための例会ですので、全員

100％の出席を目指したいとおもいます。会員の皆さんのご参加ご

協力を是非ともお願いいたします。 
 

ニコニコ委員長  門前 庄次郎 

代理 副委員長   松田 康弘 

ニコニコ委員会の活動についてご報告

します。基本方針は、会員相互の好意と

友情を深め合うるようなメッセージや

日常生活の中で嬉しかった事、心に響い

た出来事などを例会で披露する事によ

って、喜びを共有し親睦の輪を深められ

るような活動を行っていきます。 

いずれにしましても、会員も減少傾向にあり、予算が少なくなっ

ておりますので、円滑な会の運営のためにも出来るだけ多くのニコ

ボックスへの投金をお願い申し上げます。 

 

出席・プログラム委員長 遠藤 隆浩 

基本方針は 1.今までの例会の在り方

にこだわらないで色々な可能性を探っ

てみる。2.出席率の向上に務める。です。 
計画としては、例年通り出席状況報

告および出席喜捨ファイン徴収。担当例

会は7月9日に、長年無欠席を続けられ

ている挾土さん内田さんの両名に卓話を頂きました。 
 

職業分類・選考委員長代理 

副委員長   斎藤 章 

基本方針を「コロナ禍の地域社会の変 

化に対し、職業全般の見直しを行い、 

バランスのとれた会員構成に努力い 

る」としておりますが、まずは入会の 

推薦がない事には始まりません。委員

会の枠を超え、クラブ一丸の会員増強へのご協力をお願い致します。 

会員増強委員長 井口 大輔 
2021 年度会員増強委員長を拝命致

しました井口です。未だ何も理解でき

ていない人間に委員長という大役を

振り当てた鴻野会長をあまり困らせ

ないように自分なりに勉強させて頂

くつもりでおりますので、1年間宜し

くお願い致します。 
役割は当会を活性化させるべく新入会員の勧誘促進と年 2 回の担

当例会企画となります。前者はコロナ禍における飛騨地区経済の状

況もありますが、皆様のご協力も頂きながら昨年度の2人以上の入

会を目指します。 
後者はどのようなモノがよいのか解りませんが、取り急ぎは 11
月度にこのような状況だからこそ東京の某単会と繋ぎ輪を形成す

べくWEB卓話を計画しています。 
冒頭でもお話ししたように全く理解おりません。皆様にケツを叩

かれ蹴られながら押して頂き、慣れてきたらきたで勝手に暴走する

恐れがありますのでしっかり手綱を引いて頂きながら邁進してい

きたいと思いますのでご指導頂きますようお願い致します。 
 

 

ロータリー情報委員長 米澤 久二  

 副委員長の門前さんとともに一年

間勤めさせていただきます。 

①昨年度はコロナの影響もあり新会

員オリエンテーションを開催できま

せんでした。今年度入会の会員の皆様

も含めて新会員オリエンテーション

を実施したいと思います。 

②クラブ全会員向けのＲＣ理念等の学習会を開催しロータリアン

としての意識の高揚をはかります。 よろしくお願いします。 
 

 

職業奉仕委員長 新井 典仁 
今年度、職業奉仕委員長を拝命致し

ました新井典仁です。メンバーは副委

員長が堀幸一郎さんです。 
基本方針としましては、「職業奉仕活

動を通じて会員各位のより高い倫理

の向上に努める」ということで、まず

は自身の倫理観を高めるところから努めていきたいと思います。 
活動計画ですが、3 月18 日に職場訪問を予定しております。10

月 8 日にはコロナ禍の影響のある職業の支援策を考える担当例会

を予定しております。一年間宜しくお願い致します。 
 

 

社会奉仕委員長  田中 晶洋 
基本方針：「ロータリーらしい社会奉

仕活動を行い、地域社会へ貢献する。」

です。副委員長は高井さんです。 
計画としては、目玉がソフトミニバ

レー大会第75回大会への協賛だった

のですが、コロナ禍で参加チームが集

まらず8月1日に予定していたソフトミニバレーは冬に延期になり

ました。以前はロータリーでもチームとして参加していましたが、 



例 会 報 告  

２０２１－２０２２年度  

高山西ロータリークラブ  テーマ ファイト！行動するロータリー 

 
怪我をされて本業に差し障るといけないので、大会のバックアップ

のみとなっております。 
広報委員会との共同事業で、高山市の観光事業をPRするQRコ

ード付きの名刺を作成するという事業を進めております。名刺には

きれいな飛騨高山の観光名所の写真とＱＲコードが印刷されてお

り QR コードを読み込みますと観光案内のページが見られるよう

になっております。出来上がりましたら出来ればコロナ終息後の県

外の方々にお渡しいただいて飛騨高山への観光客誘致に一肌脱い

で頂きたいと思います。 
 

国際奉仕委員長 榎坂 純一 

今年、国際奉仕委員会では何か新しい

試みを実施しようと考えております。 

試みの内容については、会長より様々

なご提案を頂いており、その実現に邁進

したいと思っています。 

様々な方々のご意見を頂きながら一年

間頑張りますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 

青少年奉仕委員長 長瀬 達三 

代理 副委員長 挾土 貞吉 

本年度の当委員会の基本方針は、 

①義務教育課程における皆出席を

達成した生徒への表彰や、青少年

の文化・芸術・スポーツ活動への

協賛を通して、未来を担う青少年

を支援する。 

②「キャリア教育を考える会」の出前講座に参画し青少年が自

分の将来について具体的に考える機会を作る。 です。 

活動内容については、 
１．高山あすなろ会・小中学校木工コンクールへの協賛 

（予算2万円9月予定） 
２．高山市スポーツ少年団への協賛（予算5万円） 

 ３．義務教育課程9ヶ年皆出席表彰（予算30万円3月予定） 
 ４．ゲストスピーチとして校長会会長に卓話を依頼予定 

（予算1万円） 
 ５．「キャリア教育を考える会」の出前講座実施（予算2万円） 
を予定しています。 
 なお、出前講座についてですが、今年度は松倉中学校の２年生１

３８名を対象に実施することとなりました。約 10 名ずつ 13～14
グループを対象に出前講座を行いますので、講師の協力をお願い致

します。最低でも13名必要です。日程は9月17日金曜日の13時

20分から15時30分です。当日は12時30分より通常通り例会を

実施し、13 時頃から各自松倉中学校へご移動いただき、13 時 20
分全体挨拶（校長先生、会長挨拶）、13 時40 分～14 時20 分第1
ラウンド、14時30分～15時10分第2ラウンド、15時20分閉会

挨拶という流れになります。 
分科会形式を 2 回転させるというスタイルがすっかり定着しま

した。短い時間ではありますが、中学生たちに何か少しでも響く講

話をよろしくお願いいたします。会員減少によりお忙しい中大変と

存じますが、講師参加を重ねてお願い申し上げます。 
 

 

ロータリー財団委員長 伊藤 松寿 
今年度の当委員会の主たる活動は、

地区財団補助事業「手に手をつなご

う」～飛騨地区障がい児・者フェステ

ィバル～への全面協力をする。 
他方、ポールハリス・フェロー、ベ

ネファクター等の地区に対する寄付

を募る。     
 
 
＜ニコニコボックス＞ 
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん 

2020東京オリンピック、日本は金メダル15個をはじめメダルラッ 

シュです。各種目の選手たちの大活躍、そして感動をありがとうご 

ざいます。今日はクラブアッセンブリーです。委員長の皆様よろし 

くお願い致します。 

●米澤 久二さん 

オリンピック卓球、ミックスダブルス優勝やおめでとう！対戦相手

であった中国の劉 詩雯の熱烈なファンである私にとって、中国で

イジメられないか心配です。頑張れ劉 詩雯！  

●塚本 直人さん 

連日アスリートが暑さの中戦っている姿に感動します。今はコロナ

だけではなく熱中症にもお気を付け下さい。皆様くれぐれもご自愛

を！僕はもう少し運動した方が良いかもしれません 

●伊藤 松寿さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん､斎藤 章さん､ 

田中 武さん､遠藤 隆浩さん､下屋 勝比古さん､田邊 淳さん､ 

杉山 和宏さん 

オリンピック開会式、国民栄誉賞野球三兄弟、東日本大震災復興願 

い、将来に夢と希望を描きはじける子供達、人種差別Ｎｏを訴え、 

世界平和を求めて点火された聖火が灯り、連日闘魂に溢れる戦いで 

日本勢メダル獲得、国歌君が代が流れ感動続きで目が腫れています。 

更なるオリ・パラアスリートの活躍を祈念してニコニコへ。 

●挾土 貞吉さん､古橋 直彦さん､松田 康弘さん､堀 幸一郎さん 

世界205カ国12,000人のアスリート集結、スポーツの祭典東京五 

輪開幕、連日感動的ドラマが生まれています。沢山のニコニコあり 

がとうございます。読むのが楽しみです。何事にも挫けぬ努力が報 

われる金メダル。コロナ禍にも灼熱にも負けぬ、丈夫な身体で応援 

し、この夏を過ごしましょう。  
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