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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   垣内 秀文 

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

        大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ   ●会報委員長    中島 一成 

未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 

第２６７１回例会  

令和４年７月１日 

お祝い・新役員挨拶 

２０２２－２０２３年度 

ＲＩテーマ 

 ＜バッジの交換＞ 

 

＜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＞ 
 ◎国際ロータリー 
 日本事務局 より 
 ・ベネファクター 

認証状および徽章 
鴻野 幸泰 さん へ 

◎濃飛グループ 
ガバナー補佐より 

 ・第1回ガバナー 
補佐訪問について 
日程  7月29日（金）会長幹事懇談会11：45～12：15  

例     会 12：30～13：30 
◎ガバナーより 
 ・国際ロータリー2022年規定審議会資料について  

… 定款・細則の見直し等検討下さい 
①クラブと地区に関する重要な変更 ②決定報告書 

◎ガバナーエレクトより 
・2022-2023年度ガバナーエレクト事務所開設のご案内 
   〒507-0036  多治見市田代町3-21-1 
   TEL     0572－56－2630  FAX  0572－56－2631       
      E-Mail    2324@rid2630.jp       
・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）2023年3月26日（日） 
名鉄グランドホテル 

地区研修協議会 （バロー文化ホール）  4月15日（土） 
地区大会    （バロー文化ホール） 11月18日（土） 

◎直前ガバナーより 
・ガバナー任期満了に際してのご挨拶 
・2021-22年度ガバナー事務所・地区大会事務所閉鎖のお知らせ 
＜例会変更＞ 

高山中央 … 7月4日（月）は、新型コロナウイルス 
感染防止のため 休会 

7月18日（月）は、法定休日のため、休会 
＜受贈誌＞ 

 高山中央ＲＣ（会報）、地区財団部門（学友だより第10号）、

(社)高山市文化協会（広報高山の文化No238） 

 

 

 

＜本日のプログラム＞  今月のお祝い 
◎会員誕生日（田近  毅   ７．２６ 当日欠席） 

大村 貴之、   平 義孝、岡田 贊三、阪下 六代、門前 庄次郎    
７．２６、    ７．２、７．２５、 ７．１１、 ７．２２ 
◎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(一週間程前にご自宅へグリーンホテル商品券を郵送) 
     なし  
◎出席表彰 

井辺 一章 、杉山 和宏、松田 康弘 
     ２３年、  ６年、   ２年 

◎在籍周年記念表彰 
      なし 
◎３ヶ月表彰 
・井辺 一章   ・垣内 秀文   ・杉山 和宏  ・田中  武 

 ・松田 康弘    ・向井 公規   ・米澤 久二 
        

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

３１名 － ３１名 ３５名 ８８．５７％ 

＜出席報告＞ 
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昨年度ニコニコボックス年間表彰 

昨年度はコロナによる休会も多くあり、例会場における通常例会

は25回しか出来ませんでした。その中でも沢山のニコニコの投函

を頂き、感謝しております。一年間御協力有り難うございました。 
一年を振り返り、より多くの協力頂きました次の方に表彰をさ

せて頂きます。 

最多投函賞 第一位 米澤 久二 さん、 第二位 田中 武 さん 

最多貢献賞（金額が多かった方）  
第一位 挾土 貞吉 さん    第二位 内田 幸洋 さん 

 特別賞（印象に残ったニコニコ） 最多オリジナル投函賞  
   野尻 陽子 さん    （あいのりテーマ以外の投函）  

『12月8日に合格発表があり、     塚本 直人 さん 
今年1月よりチャレンジしてきま 
したワインのソムリエの資格を取 
ることが出来ました。これからも 
また勉強を重ねて行きたいと思い 
ます。』と言うことで、ソムリエの 
資格を取ることは大変だったと思 
いますし、クラブの懇親会の折に、  
美味しいワインを紹介頂きたいと    前年度ニコニコ委員長 
いうことで、選ばせて頂きました。     門前 庄次郎 
 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新会員紹介 推薦者 松田 康弘 

冨岡さんは栃木県足利市出身の昭和

51年4月13日生まれ、現在46歳です。

平成11 年4 月、明治安田生命に入社さ

れ2020年4月から岐阜支社飛騨高山営

業所長として赴任され現在に至ります。 
趣味はゴルフとの事ですので、はぐる

ま会や6クラブゴルフへ是非参加をいただきたいと思っています。 
初めてのロータリー活動との事で、皆様方には温かくお迎えいた

だきます様宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 

明治安田生命飛騨高山営業所長 冨岡 恒重 
 
 
 

役員挨拶 

 

副幹事   塚本 直人 

今年度副幹事を務めることになり

ました塚本直人です。先ほどのガバナ

ーの記事でも出てきたフレーズです

が、「はい」か「YES」か「喜んで」

の三つの精神で仕事をする覚悟です

ので、ニコニコボックスでも表明した

通り、必要な仕事は遠慮なくご指示ください。精いっぱいご協力し

ます。垣内会長、大村幹事、今年度はよろしくお願いします。 
 

会長エレクト   下屋 勝比古 

今年度、いよいよ会長エレクトに

なりました。副幹事に指名されて

から、４年間歴代の会長幹事の働

きを見させていただきました。課

題山積の中、コロナの収束が見え

つつも油断できない日々が続いて

いる中での会の運営は、いろいろ気を使いながらの毎日となりま

すが、会員の皆様のご指導をたくさんいただきながら、自己研鑽

できる楽しい例会となるよう準備を進めてまいります。今まで意

識に何もなかった「会員増強」という言葉が、今現実的な課題とな

り、事業の縮小か会員の増強かを真剣に考えつつ、アフターコロ

ナの新時代に向けた歩み出しの年度になるべく今から気合を入れ

ていきます。しばらくは、遠征が続き出席も難しいですが、皆様

には決して心配をおかけすることないよう自分自身の健康は十分

注意してまいりますので、皆様にはこれまでにも勝る温かいご指

導を賜りますようお願いいたします。加えて、次年度向けての準

備に備えたご助言ご指導をよろしくお願いいたします。 
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副会長   田邊 淳  

22～23年度、副会長を拝命した田邊で

す。垣内会長、大村幹事の方針に沿い、微

力ではありますが全力で協力させて頂き

ます。またクラブ運営部門長も拝命してお

り、合わせて高山西クラブの為に頑張りた

いと思います。 
 

 

幹事     大村 貴之 
今年度 高山西ＲＣの幹事

を務めさせていただきます。

昨年度は副幹事として先輩幹

事の姿を見ながら勉強させて

いただき、今年度の準備を進

めてまいりました。しかし、

いざ新年度が始まると不安し

かありません。 
今年度、垣内会長のもと、

当クラブの活動が楽しく、親

睦が深まるような例会・行事

を皆様とともに計画実行させていきたいと思いますので、ご協力よ

ろしくお願いします。 
また、昨年度より準備を進めさせていただいております例会オン

ライン参加では、例会の基本を当会場での対面式を大切にしたうえ

で、コロナ感染予防対策や出張などでどうしても例会出席できない

方にも、会長の卓話やゲストスピーチ・当クラブの活動報告など聞

く機会を増やしていきたいと思います 
オンライン参加の決め事として 
1．オンライン参加を希望する場合、事前に事務局に連絡をする 
2．オンライン参加の際は、ＺＯＯＭのビデオ機能をオンにし常に 
  顔を出した状態とする 
3．服装については、原則例会場と同様とする 
4．例会時間の少なくとも60％のオンライン参加で出席扱いとする 
5．他クラブ会員のオンライン参加は認めない 
また、今年度も数名が仕事の都合により休会になっています。休

会中であっても例会をオンラインで参加していただき、情報共有と

親睦を深める機会を増やしていきたいと思います。 
至らない点があると思いますので、皆様にご指導いただきながら、

楽しいクラブ運営に努めさせていただきます。一年間、どうぞよろ

しくお願いします。 

 

 
会長  垣内 秀文 

本日より歴史と伝統

ある高山西ロータリー

クラブ第５８代会長と

なりました、思い返せば

15～６年前、今は退会さ

れました大先輩よりこ

んなクラブがあるから

入会しないかと、何度も

お誘い頂きましたが断 
 
 

 
り続け、これが最後や誘われるうちが花と言われ、花じゃなくなる

恐怖感を覚え、やっとの思いで１４年前に入会させていただきまし

た。入会が決まった途端、「ロータリー例会は100％出席そして返

事はYESとハイ喜んでと」レクチャーされ副幹事、幹事、副会長、

会長エレクトそして会長と現在我がクラブの順調にも見える５年

コースを渡ってまいりました 
 我がクラブの在り方、コロナ禍で希薄になった交流を出来る限り

活発にし、親睦を基礎に自己研鑽を重ねていきたいと思います。地

域に必要とされるクラブとして親睦を深めることは一番需要と考

えており、私のロータリー観は間違いなく当クラブの先輩の中で培

われたものだと自負しております 
 例会運営につきましてもオンライン・ハイブリッド例会を常時設

営し出席不可能だった会員さんにも可能な限り出席を促し繋がり

も大切にしてきたいと思います、本日も下屋エレクトがブラックブ

ルズ遠征中でバス移動の中から挨拶していただきました。 
 今年度はクラブ内再活性化を基に１年間運営してまいります。そ

れが会員の皆さん、特に新しい会員皆さんに少しでも「良い影響」

を与え、「ロータリー観」構築の礎となりましたら幸いです。そし

て、より一層会員相互の信頼関係、クラブの親睦が図られ、それが

目標としますクラブの活性化に繋がれば喜ばしいことです。ここ数

年計画実行してまいりました財団プロジェクトは見合わせる事と

しましたが、中長期的にクラブの方向性を見極めて次期、次々期、

又６０周年に向けて仲間を増やしロータリアンとして育て上げ社

会に貢献できるクラブとして在り続けることを目指します。 
 
 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

本日より2022-2023年度高山西ＲＣの会長・幹事を務めさせて頂

きます。先日の会長幹事慰労激励会では、沢山の激励の言葉をかけ

て頂きありがとうございました。当クラブの親睦がさらに深まるよ

うに行事・活動を進めていきますので一年間ご協力お願い致します。

冨岡恒重さんの入会を心より歓迎します。 
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん 
皆様のお蔭で無事任期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。6月から猛暑日が続いていますが、本日もすがすが 
しく晴れ渡り、垣内・大村丸の船出は視界良好です！大活躍を期待 
しております。 
●下屋 勝比古さん 
1.新年度出航の本日は、ブラックブルズの開幕戦に備え、広島へ8 
時間のバス移動社内からのZOOM参加となります。新型コロナ 
の心配なく沢山の事業や親睦が図れることを願っています。この 
1年間エレクトとしてしっかり準備させていただきます。 

2.妻の誕生日へお花を頂き、毎年感謝しております。 
3.その前日に2人目の孫が生まれました。想像以上の可愛さです。 
●古橋 直彦さん 
1.前鴻野会長・向井幹事、一年間ご苦労様でした。コロナ禍でした 
が何とか事業が遂行でき良かったですね。そしていよいよ垣内・ 
大村丸出航です。コロナが心配ですが、実りある航海となる事を 
祈ります。 

2.新旧会長慰労激励会には出席できず残念でした。3年ぶり開催の 
｢文化フォーラム｣に参加していました。来年は開催日がダブらな 
いことを願います。 

 



例 会 報 告  

２０２２－２０２３年度  

高山西ロータリークラブ  テーマ 
未来を見据え 
更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう

 
●遠藤 隆浩さん 
垣内さん、私が会長の時には大変お世話になりました。大村さんと 
共に頑張って下さい。一年間よろしくお願いします。 
●塚本 直人さん 
本日より垣内会長・大村幹事の新年度が始まります。天気と同じよ 
うに熱い暑い年度になりますように、僕も精一杯仕事をします。先 
日は素晴らしい会長幹事の慰労会でした。ありがとうございます。 
●杉山 和宏さん 
新年度、垣内大村丸の華々しい船出誠におめでとうございます。リ 
モートのトラブルは対応いたしますのでご安心（？）下さい。 
追伸：妻の記事でお騒がせ致しました。ありがとうございます。 
●松田 康弘さん 
新しく入会いただきました冨岡恒重さん、ようこそ高山西ロータリ 
ーへ！これから末永くよろしくお願いします。 
●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､挾土 貞吉さん､平 義孝さん、 
内田 幸洋さん､斎藤 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､田邊 淳さん､野尻 陽子さん、 
中島 一成さん 

今日は新年度例会の第１回目です。垣内新会長、大村新幹事、一年

間ご苦労おかけいたしますがよろしくお願いいたします。 
 
 
 

 
 

 

今回のコンペには野尻さん・向井さん奥様、さらにはスペ

シャルゲスト（？！）と女性陣の参加もあり、青天の空の

下、いつになく華やかな雰囲気でのラウンドとなりました。

７月３日（日）、高山市民文化会館にて行われた「第６４回 

岐阜県手をつなぐ育成会総会飛騨大会」で感謝状が贈られ、

鴻野直前会長が壇上にて拝受しました。 

今年度会長より直前会長へ、幹事より直前幹事へ慰労

の花束を贈呈しました。 

鴻野さん向井さん、一年間大変お疲れ様でした。 

垣内さん大村さん、どうぞよろしくお願いいたします。

今年は６月２５日（土）、コンペを飛騨高山Ｃ.Ｃ.にて、 

表彰式および懇親会を宝生閣にて開催しました。 
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