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    高山西ロータリークラブ  テーマ  

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０   ●会 長   鴻野 幸泰 

●例会場 高山市花里町 3-33-3  TEL  34-3988  ●幹 事    向井 公規 

        大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ   ●会報委員長    田邊   淳 

ファイト！行動するロータリー 

第２６６１回例会 令和４年３月２５日 

｢手に手をつなごう作品展｣報告 

奉仕しよう  
みんなの人生を 
豊かにするために 

２０２１－２０２２年度ＲＩテーマ 

 ＜会長の時間＞ 
3 月 21 日にまん延防止が解除され

ましたが、今まで例会を休止していま

したので急きょ理事会に諮り、本日は

活動計画書の年間計画では休会でした

が、例会を開く事としました。 
1 月 9 日の新年家族例会は、開く事ができましたがその後まん

延防止が発出され例会場で の例会が出来なくなり約 3 ヵ月ぶり

になります。そして残念ながら3 月 5 日に予定されていまし

た、地区大会も中止になり参加をしていただける予定の会員の皆

様には、たいへんご迷惑をおかけしました。 
RI の月間目標では 1 月が職業奉仕月間、2 月は平和と紛争予防

／紛争解決月間、3 月は水と衛生月間です。ロシアがウクライナ

に侵攻したのは、くしくも2 月でロータリーでは平和と紛争予防

／紛争解決月間でした。その時私が思ったのは、ロシアのプーチ

ン大統領は世界中のロータリアンに、挑戦状をたたきつけたのか

と思いました。今年は寅年しかも36 年ぶり五黄の寅です。寅は

千里を駆けるといいますが、また元の場所に戻ってくるといわれ

ています。チェルノブイリ原発事故が起きたのは、36 年前の事で

す、寅がチェルノブイリに戻ってきました。何とかしなくては、

世界が危ないです。 
 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 
 ・3月のロータリーレートについて   

1ドル 116円（2月115円） 
◎ガバナーより 
・ガバナーノミニー決定宣言 

2023-2024年度ガバナーノミニー   
篠原 一行（多治見リバーサイドＲＣ） 

・2024-2025年度ガバナー候補の推薦について 
推薦締切日   ５月３１日  
提  出  先      地区ガバナー事務所「地区指名委員会」  

◎ガバナー、地区青少年交換部門委員長より 
・国際青少年交換2023-2024夏期派遣学生募集案内 

   派 遣 先  米、豪、新、仏、那 等 
資  格  出発時の年齢が満16歳以上18歳未満でRC 
            の推薦する高校1年生･2年生の者)で、学業 

成績は平均以上で、日本国籍を有する者 
   期  間  2023年8月より1年間 
   選 考 日    7月24日(日) ホテルグランヴェール岐山 
   内定通知  8月初旬。推薦クラブ会長宛に通知する 

回答期限  7月8日(金)必着 
◎ロータリーの友事務所より 
・『ロータリーの友』購読料改訂のお知らせ  

１冊200円 ⇒ ７月号より250円（税別）へ 
 

◎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75回高山西ロータリークラブ杯争奪 
高山市ソフトミニバレーボール大会の中止について 

2月27日(日)  予定していた標記大会は、 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

◎高山市スポーツ少年団より 
 ・令和3年度 高山市スポーツ少年団大会 ご臨席の御礼 
◎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  5月14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）   

◎はぐるま会会長より 
  第200回 はぐるま会開催のご案内 

日  時  4月10日(日) 12：29スタート 
場 所  飛騨高山カントリークラブ 
表彰式  カントリーレストランアリス 
会 費  3,000円    締  切    3月30日(水)  

◎次期濃飛グループガバナー補佐 奥村 幸夫 様より 
・次期会長・幹事懇談会開催のお知らせ  

日 時  5月14日(土)11：30～   
会 場  シティホテル美濃加茂 

◎高山岊城ライオンズクラブより 
 ・結成50周年記念式典および祝賀会のご案内 

日 時  5月21日(土)  式典14時  祝宴15時より 
会 場  高山グリーンホテル 

◎直前ガバナー事務所より 
・2020-2021年度地区記録誌 

◎Ｔ-ＬＩＦＥパートナーズ（株）より 
 ・2022年国際ロータリー年次大会（ヒューストン大会） 

参加旅行募集案内 
＜例会変更＞ 

高   山 … 3月24日（木）、3月31日（木）は、 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

                      12：50～13：30 に 変更 
＜受贈誌＞ 

高山ＲＣ（会報）、下呂ＲＣ（会報）、美濃加茂ＲＣ（会報）、不 
破ＲＣ（会報）、米山記念奨学会(ハイライトよねやま262､263､ 
264)、 (株)和光（ロータリーカタログ）、岐阜県環境生活部人権 
施策推進課長(人権だよりNo88) 

 
 
 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２６名 － ２６名 ３４名 ７６．４７％ 

＜出席報告＞ 
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＜本日のプログラム＞  お祝い 
◎ １～３月の会員誕生日 
  井辺 一章  1． 3、 古橋 直彦   1．  9 
  米澤 久二  1．10、 折茂 謙一  2．  7 
  鴻野 幸泰  2．13、 遠藤 隆浩  2．  2 
  野尻 陽子  2．13、 堀 幸一郎      3．  4 
◎ １～３月の夫人誕生日 

  田中  武   文子 さん     1． 6 
     米澤 久二   智子 さん      1．25 
  門前庄次郎   真理子さん     1．29 
  堺  和信   淳子 さん     1．16 
  垣内 秀文   優子 さん     1．18 
  松田 康弘   りな さん     1．22  

田中 晶洋   晶 子さん     2．24 
  杉山 和宏   啓  美さん        2．19 
  堀 幸一郎   由 美さん     2．   8 

中島 一成   光 子さん         3．   4 
◎ １～３月の結婚記念日 
  伊藤 松寿  1．11、  長瀬 達三  1．30 

岡田 贊三  2．10、  田邊  淳  2．26 
  杉山 和宏  2．23、  阪下 六代  3． 9 
 

◎  １月の出席表彰 

         挾土 貞吉   ３６年 → 

 

 

 

 

 

 

◎ １月の在籍周年記念表彰 

← 鴻野 幸泰       １５年 

 

◎ ２月の在籍周年記念表彰 

 ←大村 貴之 １０年  

 

塚本 直人 １０年→ 

        

（当日欠席） 

長瀬 達三 １０年 

 

◎ １月の３ヶ月表彰 

 ・新井 典仁 ・内田 幸洋 ・斎藤   章 ・阪下 六代 

 ・挟土 貞吉 ・平   義孝   ・堀 幸一郎 ・門前 庄次郎   

 

※2月・3月は、コロナウイルス感染拡大防止にかかる例会中止 
措置のため、出席表彰・３ヶ月表彰の該当ナシ 
   

 

＜本日のプログラム＞「手に手をつなごう作品展」報告   
会長 鴻野幸泰 
本日のプログラムは、2 月 26 日、27 日に市民文化会館で開催し

ました、ロータリー財団補助金事業による高山西ロータリークラ

ブ主催の「手に手をつなごう作品展」の報告です。 

 

去年、飛騨センターで開催す

る予定でした「手に手をつなご

う飛騨地区障がい者フェスティ

バル」を新型コロナによる緊急

事態宣言のためやむなく中止し

ました。今年に入ってまん延防

止期間ではありましたが2 日間

開催することができました。 

作品展示の様子そして作品表

彰式、寄付の品の贈呈式の報告をそれぞれの担当していただいた

実行委員のメンバーより報告をしていただきますので、よろしく

お願いします。 

 
実行委員長 田中 武 
昨年の 7月 16日の例会で皆様にご協

力をお願い致しておりました「手に手

をつなごう」鴻野会長肝いりのイベン

ト「飛騨地区障がい児・者フェスティ

バル」です。まだこの頃はコロナ感染

がどうなるのか、ハッキリしていない

ころでしたので、令和 3 年 10 月 31 日

（日）、飛騨・世界生活文化センターで

行いますと皆様にご協力をお願い致しました。それから先方の方

達含め何回も協議を重ね、コロナの状況を鑑みやむなく場所の変

更及び催事ごとの縮小となりご迷惑をおかけしまして申し訳あり

ませんでした。 
そして最終的に、場所を高山市民文化会館4-7大会議室にて2月

26、27 日の二日間、作品展及び各賞表彰ならびに障がい者支援品

贈呈式を行いました。作品展には沢山の来場者がみえて大成功を

収める事が出来ました、これもひとえに会員さんの協力がなくて

はできない事業でした。そして役員さん、向井幹事さんの会社女

性社員さんのお手伝いもいただきました。本当にありがとうござ

いました。心よりお礼申し上げます。 

 
実行委員 垣内 秀文 

手に手をつなごう作

品展での準備の様子や

作品の紹介などをPPTで

ご紹介させていただき

ます。準備は前日に多

数の会員に参加を頂き

ました。特に向井さん

の会社のスタッフ清水

さんにお手伝いいただ

き、ポップや装飾などを使用し作品自体をよりいっそう映えるよ

う展示を指導はもとより仕

上げまでして頂きました。

おかげで大変すばらしい作

品展になったことに感謝申

し上げます。 

 展示準備が済み、優秀作

品を実行委員中心に真剣に

選考しました、すべてが素晴らしい又味のある作品であるため、

かなり悩んだうえでロータリー会長賞、実行委員長賞、芸術賞、

ユニーク賞、飛騨高山賞等 1々0タイトルの賞が決まりました。 
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 2/26午前10時より開場してからは、まん延防止中ではありまし

たが続々と来場され、作品をじっくりと鑑賞されておりました。 
 
実行委員  塚本 直人 

当初、昨年10月31日に開催予定であった「～手に手をつなごう

～飛騨地区障がい児・者フェスティバル」が中止となり、作品の

展示だけ実施のかたちで、高山市民文化会館にて開催されまし

た。鴻野会長、向井幹事のご尽力で蔓延防止期間ではありました

が、無事に表彰式まで行うことができました。私は展示会担当で

したが、当日は表彰式の進行を務めました。とても心が温まる表

彰式でした。 
 表彰式では高山西ロータリー賞を含め10作品を表彰しました。

式では本人及び代理の方も含め参加のもと、会場は文化会館４階

展示場のロビーにて行われました。保護者の方もお子様の受賞の

様子を撮影されたり、朗らかな表彰式となりました。人前に出ら

れることが苦手な方もいらっしゃいましたが、うつむきながらも

記念撮影できました。副賞は50色のクレヨンで次回の創作に役立

てていただきたいです。 

 
  
 
 
 
 
 
 

式典後半では鴻野会長より２団体に日々の活動で利用できる備

品の贈呈が行われました。ご希望に合わせたものなので大変喜ば

れていらっしゃいました。目録の内容が垣内さんより紹介されメ

ンバーのみなさんに伝えられました。 
 新型コロナウイルスの影響でいろいろと変更されたRI財団補助

金事業でしたが、実行委員会のみなさんの協力で無事に事業が結

べました。 

 
会計 米澤 久二 

飛騨慈光会様及び手をつなぐ育成会様

等に対する寄贈及び作品展に係る費用を

合わせますとご案内の通りの事業費とな

りました。この事業費をロータリー財団

からの補助金と高山西クラブの拠出金と

で賄うことといたします。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●鴻野  幸泰さん、大村 貴之さん 

まん延防止が解除され、今年になって初めての当会場での例会と

なります。本日は、先日行われた｢手に手をつなごう作品展｣の報

告です。報告者の皆さん、よろしくお願いします。 
●塚本   直人さん 

久し振りの例会です。皆様お元気ですか？再開（再会）の日にふ

さわしい穏やかな春の日です。お陰様で私の長男啓人が中学校を

卒業し4月より県立岐阜商業に入学する事になりました。勉強よ

りもバレーボールをする事が楽しみな様です。昨年の長女眞子の

大学進学に続き、あっと言う間に我が家はシニアホームになりま

した。これからは子離れに慣れなくてはなりません。ですが温か

い春です。 

●下屋  勝比古さん 

久々に例会が再開され、皆様にお会いする事を楽しみにしていま

したが、本日欠席で残念です。もう中止が無いように。母の葬儀

には皆様には温かい励ましやご厚志をありがとうございました。 
●田近  毅さん、平  義孝さん、 阪下 六代さん、米澤  久二さん、 
田中 武さん、遠藤  隆浩さん、門前 庄次郎さん、堺  和信さん、 
垣内 秀文さん、新井 典仁さん、田邊  淳さん､ 杉山 和宏さん、 
松田  康弘さん､ 中島 一成さん、堀   幸一郎さん 

待ちに待った例会が再開されました。感染予防をしっかりしなが

ら、今後は順調に行くことを願います。そして｢鴻野・向井丸｣も

残すところ3カ月となりました。休会を取り戻すべく全員で盛り

上げて行きましょう。  
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