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例会

平成 23 年 1 月 21 日

クラブアッセンブリ―
高山西ロータリークラブ

例会報告
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区
●例会日
●例会場

創立１９６６年１月１５日

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ

●会 長 鍋島 勝雄
●幹 事 中村 良平
●会報委員長 米澤 久二

＜会長の時間＞

「２０１１年夜明け富士」

蜘手 康介

◎ＲＩ日本事務局より

昨日は大寒で暦通りに寒く成り
今週は雪も多く積もり、困る方も要

・２０１０年手続き要覧
・２月のロータリーレートについて
１ドル ８４円（現行どおり）

れば喜んで要る業者も見えると思い
ます。先ほど幹事の中村さんと良か
ったなと話していました。有る地域
では今年一年分の利益が有ったようです。我社でも雪の積もりで
左右されますが一安心です。
ある会合に出席した際、今年度の景気に付いて伺いましたら前
半は芳しくなく徐々に回復しそうだがデフレ傾向に推移するだろ
うと言われ、その中で時計業界の話に興味を持ちました。精巧な

◎ガバナーより
・2011-2012 年度 GSE(研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ交換)派遣メンバー募集のご依頼
職業領域
高齢者・障害者介護関係
期
間
2012 年 3 月 23 日(金)～4 月 24 日(火)の 4 週間
募集人員
４名
場
所
米国オハイオ州(RI6650 地区)
申込締切
３月２４日必着
申請資格 ・第2630 地区内に在住座もしくは勤務先があるもの。

時計の部品(水晶体を使った)を中国の業者との競り合いで、シチズ

・高齢者または障害者の介護従事者で、概ね 25～40

ン時計とセイコウ社が値下げ攻勢を掛け一時期、一個７０～８０

歳程度であること。ただし現在の勤務先に 2 年以上

円までに成ったそうです。その結果中国の業者は手を引き、今で

在籍している事。

は１００円台まで回復したようです。ここまでに成るには研究者

・勤務先においても 2 週間程度(2011 年 9 月 26 日(月)

の並々ならぬ技術的努力が有った事は言うまでも無く日本のメン

～10 月 24 日(月)を予定)GSE 派遣メンバーを受け入

ツを掛けた戦いだったようです。その結果競争相手を無くす事に

れ可能であること。

より利益及びシェアーの拡大に結び付いたとのことです。

・ロータリアンおよびその配偶者、尊属、直系卑属、

この話を聞いて、京都の扇子業界を思い出しました。一昔前ま
では数百社有った業者が今日は数十社に成り大きな利益を上げて

直系卑属の配偶者といった親族は除く
申請書類

いる、まさしく残存者利益で競争相手が少なく成った結果です。

状、勤務先責任者の推薦状、医師による健康診断書

我社も火薬業界が全国に９８０社有ったのが現在６００社位に減
っています。岐阜県でも１９社が１２社に成り確かに消費量は大

本人履歴書(和文・英文各 1 通)、クラブ会長の推薦

(勤務先の健康診断によるものでも可)
選

考

４月上旬予定

きく減りましが残存者利益にすがって生きています。
会員の会社でも探せば沢山有ると思います。

◎ガバナー、地区ロータリー財団委員長より
・地区ロータリー財団研修セミナー開催のご案内

＜幹事報告＞

日

時

◎ＲＩ事務総長より

場

所

・2011～2014 年度試験的プログラム参加

出席要請者

2 月 27(日)受付 12:30 点鐘 13:00 閉会 16:30
岐阜都ホテル 岐阜市長良福光 2695-2
2011-12 財団委員長

クラブ募集
衛星クラブ試験的プログラム
法人会員試験的プログラム

◎高山中央ＲＣより
・竹腰兼壽パストガバナー卓話のご案内

準会員試験的プログラム

日 時

１月３１日(月)

革新性と柔軟性のあるロータリークラブ試験的プログラム

場 所

ひだホテルプラザ３階例会場

地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ

１２：３０～１３：３０
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合せし遂行している次第ですございます。活動としましては
◎２０１０～２０１１年度地区大会実行委員長より

①

・地区大会事務局閉鎖のお知らせ

11 月19 日 ゲストスピーチで当クラブの坂下さんのお力をお借
りし、高山簡易裁判所の庶務課長生田克様の講和を頂きました。

②
◎はぐるま会会長より

11 月 26 日 会員の親睦を図るため席変え（ガラガラポン）を実
施致しました。

第１６３回はぐるま会開催のご案内

③

12 月11 日 当クラブの行事で創立４５周年記念式典でＳＡＡ全

日 時

2 月8 日(火) 9：34 スタート ( 高山出発 7：00 予定 )

場 所

関カントリークラブ東コース

会 費

8,000 円

キ、ロータリーソングとＢＧＭ、プロジェクターの設定等）細か

締 切

1 月 28 日(金)

くチェックしながら行っています。副委員長の野戸さんが（垣内

員でお手伝いをさせて頂きました。
④

その他では例会がスムーズに行くように（マイク、カセットデッ

さん、蜘手さんに手ほどきを受け）今では完全にマスターされ野
◎飛騨高山国際協会より

戸さんが居なければ出来ない位になりました。その苦労も分から

・東欧ﾌｪｱ駐日特命全権大使によるｱﾙﾊﾞﾆｱ共和国紹介等)のご案内
日時

１月２９日(土) １４：００～１６ ：００

場所

市役所地下市民ホール

ず中村幹事が私を名指しで叱咤激励されます（感謝～感謝です）
一方垣内さんは親睦と兼用され、蜘手さんは会報の粟原委員長さ
んが辞められカメラ当の関係を兼用されています。小田さんはい
ざというときに大変活躍して頂いています。

＜例会変更＞
高山中央… 2 月 7 日(月)は、節分例会ため 18：40～山陣に変更
2 月 28 日(月)は、飛騨特別支援学校とのｽｷｰ交流会のため
24 日(木)12：00～ ﾓﾝﾃﾞｳｽｽｷｰ場ｾﾝﾀｰﾊｳｽ に変更
＜受贈誌＞

ＳＡＡ全員は、ロータリバッジ、ＳＡＡ襷必ず着用で行っております。
後、半期（無断欠席、バッジの付け忘れ、時間励行、携帯電話のマナ
ーモード、私語～居眠り）等無いようご協力お願い致します。スムー
ズな例会ができますよう頑張りますので宜しくお願い致します。

高山ＲＣ(会報)
会報委員会

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

36 名

8名

44 名

44 名

100.00%

代理を務めさせていた

本日

37 名

－

37 名

44 名

84.09%

だいております米澤です。

委員長代理

米澤 久二

事務局の中澤さんには会
報発行にご尽力いただき

＜本日のプログラム＞クラブアッセンブリー
ＳＡＡ 田中 武

ありがとうございます。また各委員長さん方には原稿をお願いしまし
てご協力を賜りありがとうございます。

委員長には私 田中武、

下期も皆様には原稿の提出等ご協力をよろしくお願いいたします。

副委員長には野戸守さん、
委員には小田博司さん、垣

親睦活動・趣味の会委員会

内秀文さん、蜘手康介さん

委員長

以上五名です。

鴻野 幸泰

今年の親睦活動・趣味の

基本方針に有りますように『会長幹事と並んで役員としての地位が

会委員会は、委員長 私 鴻

与えられ極めて重要なポストである』委員会全員が周知徹底し都度打

野幸泰、副委員長 脇本敏
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雄さん、委員に門前さん、河渡さん、粟原さん、堺さん、小林さん、
道脇さん、垣内さん、三浦さん。基本方針は「家族全員で積極的に楽
しめる親睦会の企画､立案をして笑顔で親睦活動」で現在活動させて

会で｢ロータリーの友｣について記事の紹介をしています。また、地区
大会前日に国際ロータリー特集号を３ＲＣの広報委員長で話し合い
新聞折込いたしました。原稿はガバナー補佐 伊藤松寿さんにお願い

いただいています。
昨年 8 月には､納涼ゆかた例会を宝生閣でおこなわせていただき、
10 月にはＩＭへの協力として懇親会の時のめでたを出させていただ
きました。この時、めでたの練習を 5 回くらい行いました。12 月には

して市民の皆様にロータリーを広報する事が出来ました。
下期については、4 月の担当例会でソフトバンクから講師をお願い
し決定しております。

創立 45 周年の時にも協力させていただきました。そして先日 1 月8
日には､新年家族例会をひだホテルプラザにて56 名の参加があり大変

会員増強・職業分類・
選考委員会

盛大に行うことが出来ました。ありがとうございました。
５月には､新緑例会を予定しておりますのでたくさんの参加をお願
いします｡以上中開報告とさせていただきます。

副委員長

山本 善一郎

平均年齢 高山西ＲＣ６１
歳、高山ＲＣ６０.３歳、高山
中央ＲＣ５５.８歳と組織の

ニコニコ委員会
委員長

高齢化が進んでいます。将来の高山西ＲＣを考えるには、｢増｣の側面

堀川 和士

から若い世代のメンバーの入会を促進するような努力が必要となっ

委員長 堀川和士、副委員長 米

ていると思います。

澤久二、委員 寺田一夫、洞口

また｢強｣の面においては会員の義務であり権利であるメークアッ

良一、田中正躬、谷井 伸之。

プについて、他クラブ訪問におけるロータリー再認識の機会の重要性

①基本方針：ニコニコＢＯＸは、

を会員それぞれが理解し、推進する努力を続けて頂きたいと考えてい

まさにロータリー精神のシンボ

ます。

ル。
ニコニコＢｏｘを通じて例会を盛り上げ、親睦を図り、ニコニコの目
的である 「親睦から奉仕へ」のロータリーの本質の具現を目指す。

ロータリー情報委員会
委員長

② 中間報告
１．中間実績金額発表。今年度の目標額１３０万円 に設定
２．活動目標： ニコニコ委員として内容披露は提出者の気持ちにな
りきり、演出して気持ちを込めて読み上げ、出来る範囲でジョー
クを取り込めれば望ましい。後半、委員に徹底する。

岡田 贊三

近年退会者が増加している
事を憂いて、会長から入会年
数の若い人たちと先輩ロータ
リアンとの交流会を催して欲
しいとのご指示がありました。

３．ニコニコ月間賞
22 年 9 月 17 日 三浦弘行、11 月26 日 垂井政機。
23 年 1 月 14 日 伊藤松寿。他の月は各当者無し。
会員の心を打つニコニコを提出ください。
４.担当例会：１２／２４ 飛騨高山朗読会の皆さんにお越しいただ

前半は私もその内と思っている間に過ぎてしまいましたので、下期出
来るだけ早い時期に開催したいと思っております。ロータリーの意義
や活動から学んだこと、人生が拡がったことなど、ざっくばらんに話
し合う機会にしたいと思っています。勝手に指名させていただきます
ので、その折は何卒積極的に御参加下さいますようお願いいたします。

きました
５．後半必ずお願いします ｢月に２度 何も無くても ニコニコヘ｣

職業奉仕委員会
委員長
雑誌・広報委員会
委員長

平 義孝

上半期の活動については、

門前 庄次郎

基本方針を、自己の職業
を通して社会に貢献して
いく、またその意識を高め
て行く契機になる様な事

委員 5 名が順番に毎月第一例

業を行うとして上期やっ
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て来ました。職業奉仕はロータリーの根幹をなすところだと思います
ので、下期もその意義、概念を自分なりにも勉強して行き、会員の皆
さんにも考えて頂く場にしたいと思っています。

●野戸 守さん
ただ年を重ねてきて３０年でした。前回の例会では記念品をいただき

上期には、７月にＦＭ愛知で活躍されていた山形賢次さんに来て頂
き、
『ラジオと電波』と題し、電波が社会に貢献してきた事を、また
１０月には高山市社会福祉協議会の小峠賢次さんに来ていただき、現

ありがとうございました。これからが心配です。
●新田 敬義さん

在の高山市の福祉の現状や、地域の住民として、私達がどんな事にか

誕生祝いありがとうございました。いよいよ大台の齢となりました。

かわっていけば良いのか等をお話頂きました。

健康に注意して日々を過ごしたいと思っております。

下期の事業としては、４月職場訪問を予定しております。まだ、訪
問先は決定しておりませんが、その折には参加を宜しくお願い致しま
す。

●門前 庄次郎さん
先週４年連続出席の表彰、ありがとうございました。メンバーに入れ
て頂いて８年目になりますが、前回は３年少し行った所で挫折したよ
うに思います。これからは続けていくよう頑張りたいと思います。

＜ニコニコボックス＞

●伊藤 松寿さん

●鍋島 勝雄さん
本日のクラブアッセンブリー、各委員長さんよろしくお願いします。

今日、ようやくネームプレートを持参しました。これからは気をつけ
ます。先週はこのネタで１２月のニコニコ月刊賞までいただき恐縮し

●中村 良平さん
除雪工事を当てにしている我社として、元日以外雪がない先週まで、
天に向かって｢降れ・降れ・降れ｣と祈っていたら、しっかり振ってく
れました。降ってほしくないほとんどの皆様、失礼しました。

ております。今後ともヨロシク。
●垣内 秀文さん
1/18 家内の誕生日にお祝いの花束を頂きありがとうございました。毎
回言われていますが｢ロータリーさんは本当に気が利くとこね｣とま

●三浦 弘行さん
今週から銀行のＡＴＭコーナーに凍結すべり止め用の靴に巻く縄を
無料配布しています。これが 19 日岐阜新聞に取り上げられ大反響で
す。先人の知恵の商品ですので是非利用して下さい。ＣＳ(顧客満足
度)の向上が、今や銀行の生命線になっています。

るでイヤミにも聞こえるきつい一言、いつも冷や汗をかかされます。
でもその日の朝、大学に行っているはずの娘から家内へメールが。｢私
の枕の下を見て｣との事。早速見てみると手紙と共にプレゼントが。
手紙には｢お父さんといつまでも仲良くネ｣と、とんだサプライズに朝
から目を潤ませていました。8 月の私の誕生日も期待せず待っていよ

●米澤 久二さん
卓球の全日本選手権が始まりました。女子の部の 10 歳のかわいい選
手が注目されています今週土・日用とテレビ中継も予定されておりま
すのでぜひ観戦願います。なお、私は参加しておりませんので、念の

うと思います。
●小田 博司さん
結婚記念日のお祝いありがとうございました。１時から会議のため早
退します。

ため。
●寺田 昌平さん
サッカーアジアカップ、予選リーグＢ組で全日本は２勝１分の 1 位と
なり、本日午後 10 時 25 分開催国カタールと対戦します。試合終了夜
中となりますが応援して下さい。ザッケローニの手腕信じ少しだけ。
●谷井 伸之さん
45 周年記念式典時、タクトを振らせていただきありがとうございまし
た。あの後味をしめ、カラオケでもタクトを振り、部下にヒンシュク
を買っております。

地域を育み大陸をつなぐ

