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例会

平成 23 年 6 月 17 日

クラブアッセンブリ―・会長幹事挨拶
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＞

「馳星周と愛する犬たち」

蜘手 康介

寺田 昌平、委員 伊藤松寿

本日の会長の時間は後程の退任挨拶に替えさせていただきます。

基本方針 １．地域社会へのボランティアを始めとする積極的な奉
仕活動の支援をする

＜幹事報告＞
◎ガバナーより
・韓国第 3600 地区年次大会交換交流派遣学生決定通知
日
程
７月２４日(日)～２８日(木)
飛騨高山高校
松原 有希さん

２．国際理解協力を深めるため色々な国・人との交換交流活動の支
援をする。
計画 １．高山・高山西ＲＣ合同懇親会 ： 斐太高校・飛騨高山高校
の校長・顧問、ＩＡ地区委員、各ＲＣの会長・ＩＡ委員長等計１１

◎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 56 回高山西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪高山市ｿﾌﾄﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会について
日

時

８月２８日(日) 午前９時より

会

場

飛騨高山ビックアリーナ

名にて７月２０日(火)１９：００～宝生閣で開催
２．年次大会 ：８月６日(金)７日(土)の２日間、三重県亀山市で開
催。８月６日(金)高山駅前より飛騨高山高校ＩＡクラブ顧問２名お
よび学生、鍋島会長と寺田が集合しバスで出発。亀山市のＳ．Ａで

＊開会式にてご祝辞を賜りたくお願い申し上げます

田近実行委員長、河渡副実行委員長、年次大会実行委員の米澤、堺、
道脇氏がそれぞれ列車、自動車で合流し、２日間の年次大会に参加

◎高山市スポーツ少年団より
・平成２３年度高山市スポーツ少年団への助成金について(お願い)

しました。亀山ＲＣの方々が、きめ細かい運営をされ、地元のＩＡ
クラブ高校生の対応に感心し無事帰高しました。

◎高山市青少年市民会議より

３．飛騨地区協議会 ： ９月１９日(日)１３：３０～世界生活文化セ

・平成23 年度｢高山市少年の主張ｺﾝｸｰﾙ｣へのご協力について(お願い)
日 時

６月１９日(日) １２：３０より 開場１２：００

会 場

丹生川文化ホール

内 容

市内中学生１６名による意見発表

ンターで斐太高校ＩＡクラブの生徒さんが中心となり運営され、益
田清風高校、飛騨高山高校、斐太高校ＩＡクラブ３校の活動報告が
なされました。高山西ＲＣからは鍋島会長、中村幹事、ＩＡ委員が

ｱﾄﾗｸｼｮﾝ：丹生川中吹奏楽部の皆さんによる演奏

出席し、３校の充実した活動報告を伺い、今後の各校の活動に期待
しました。
４．韓国派遣 ： 飛騨高山高校ＩＡクラブより下出慎之介君、山下華

＜出席報告＞

菜さんの２名を韓国に派遣しました。毎年１名の派遣でしたが、前

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

年度新型インフルエンザ蔓延により派遣を見合わせたため、今年度

前々回

32 名

１0 名

42 名

42 名

100.00%

は２名の派遣となりました。８月２９日(金)例会時に両名より報告

本日

39 名

－

39 名

42 名

92.86%

をしていただきました。
５．ＩＡＣ顧問教師部会 ： ５月２２日(日)岐阜市のグランヴェー

＜本日のプログラム＞
クラブアッセンブリ―

ル岐山にて１２:３０～開催され、斎藤次期会長、顧問荒川先生、そ
して河渡ＩＡ地区委員が出席、次年度年次大会についても説明されま
した。当日私も出席の予定でおりましたが、医師より術後療養の指導
があり欠席した事をここに改めてお断りいたします。

インターアクト委員長代理
寺田 昌平

委員長 井辺さんの代役となりその職責を充分に果たせなかった事を
お詫び申し上げ、報告に替えさせていただきます。

委員長 井辺一章、副委員長

地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ

例会報告
国際奉仕・友好クラブ委員長

米山奨学委員長

新田 敬義

小田 博司

デンバー姉妹都市提携５０周年

こんにちは、米山

を迎えましたので、高山市役所で

奨学委員会 委員長

長年国際担当で活躍された地域政

の小田です。本年度

策課長の田中明様にデンバー市と

は、副委員長に野戸

の国際交流について１１月２６日

さん 委員に山本さん、岡田さんの４名で臨みました。委員会委員

卓話を頂きました。

の皆様、そして会長、幹事、会員の皆様有り難うございました。

２月２５日には、高山国際交流員 李学奇氏に中国の行政区、歴

さて、米山記念奨学会、その目的については皆様御承知頂いてい

史、民族および主要都市の紹介や食文化、経済等について卓話を頂

ますように「民間外交として世界に平和の種を蒔く」を基本スロー

きました。

ガンとし、留学生ヘの支援は、未来に向かっての平和の架け橋を架

情勢も変わり今は無理ですが、
交換留学生の事業は大切と考えて
おります。

けようとする奉仕活とし、具体的な活動は、在日留学生に対しての
奨学事業、世話クラブ、カウンセラー制度であります。少しの時間
で結構ですが、この活動に思い巡らして頂けたでしょうか。
この活動は、
奥深くて息の長い活動と考えています。
これからも、

ロータリー財団委員長

どうかこの活動の趣旨に、
そして事業資金の拠出に理解を賜ります

寺田 一夫

ようお願いをする次第です。

下半期も、菱川さん、

本年も、
１８名の会員の皆様から犬切なお気持ちを頂戴しました。

平さん、小森さん、私の

誠に有り難うございました。
改めてお礼を申し上げたいと存じます。

4名で活動してまいりま

有り難うございました。

した。
今年度活動計画の内、
毎月の財団募金、
及び年 6 回の 100 万ドルの食事は例年と変わらず
事業消化出来ました。ご協力有難うございました。

遠藤 隆浩
こんにちは。今年度の出

年次寄付については下記の通りです。
１）2010～2011 年度の年次寄付の送金は、2011・3・29 に送金い

席率は、皆様のおかげで
例年のごとく 80 パーセ

たしております。
（2010・7～2011・3 までの募金箱投函額と 100 万ドルの食事＋
利息）

出席・プログラム委員長

\430,499＝5.124，99＄（84／＄）

尚、ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞの作成、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽの寄付に関しては事業消化出来
ませんでした。申訳ありません。

ントぐらいは維持され
たようです。
また、
数種のファインを例会が始まる前に徴収させていただきま
したが、快くそれに応じていただきありがとうございました

又、鍋島会長には今期ベネファクターになって頂きました。有り
難うございました。

今年度のプログラムは、会長のご意向により、会員スピーチを何
回か入れさせていただきましたが、
大変有意義なお話を聞かせてい

今年度の基本方針に沿った活動が出来なかった中で、
寄付等に関
してﾛｰﾀﾘｱﾝとしての使命の実践を理解し認識して頂くことは大変

ただきました。
一年間、本当にありがとうございました。

な事である実感いたしました。
前回のｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰで話をさせていただきました、
地区補助金の
活用については、
次期委員長の平さんにお話をさせていただいてお
ります。1 年間有難うございました。

地域を育み大陸をつなぐ

例会報告
＜退任挨拶＞

会報委員長
米澤 久二
各委員長さんはじめ皆
様に会報の原稿を書いてい
ただき､無事､会報を発行続
けることができました。あり
がとうございました。とりわ
け､事務局の中澤さんには､編集等々大変お世話になりました。
読み
やすい紙面を作っていただきました。ありがとうございました。
また､会報委員である蜘手さ
んには､風景写真を毎号載せて

幹事

頂き紙面を格調の高いものにし
て頂きました。
皆様一年間お世話になりまし
た。ありがとうございました。

中村 良平

この一年間、自分なりに幹事の任務ができたのも、皆様のご指
導・ご協力のおかげであります。ありがとうございました。
小さい頃から目立ちたがり屋の私としては、
幹事としてのこだわ
りとして、
例会中は黒子に徹する事でした。
一切の私事は話さない。
いろいろな報告の中で、自分の考えは言わない。裏方に徹する楽し
さを、学びました。１５年のロータリー生活の中で、一番勉強にな

社会奉仕・ヘルス委員長

った一年でした。就任あいさつと今日の退任あいさつだけは、私事

小林 勝一

を交えさせていただきました。ありがとうございました。

今年度の事業報告を致し
ます。
７月２５日に例年通りソ
フトミニバレーボール大会
を後援共催、
当クラブから２チームガ出場され大会を盛り上げてい
ただきました。
８月１日清見グランドで、さわやか少年野球教室に共催、高山市
の各中学校より野球部員１５０名近くが参加し、
ジャイアンツＯＢ
３名による指導を受けました。
１１月５日の担当例会には、
ゲストに高山市長の国鳥芳明様より
講演を頂きました。
１２月１７日のヘルス委員会担当例会には、
副委員長の田近毅さ
んに、
ニコチン依存症･と禁煙のすすめについて卓話を頂きました。
この資料につきましては後日他のクラブヘ参考資料として配布致

会長

鍋島 勝雄

皆様のご協力により、いよいよこの日がまいりました、一年間本

しました。
３月１３日には第５５回ソフトミニバレーボール大会に後援共

当に有り難うございました。
振り返って見ますと、本年度の目標「和の心」を大切にして参り

催致しました。
なお
「社会奉仕委員会の大きな行事であるソフトミニバレーボー

ましたが、
残念な事に四名の退会者と一名の逝去にて五名の大切な

ル大会の後援についてどのようにお考えですか、
貴方のご意見をお

会員を失くした上に新入会員の獲得が出来なかったことは私の責

聞かせください」
というアンケートをお願い致しましたところほぽ

任と思っています。申し訳ありませんでした。
一昨年十月、就任指名を受け、中村幹事と昨年二月より計画立案

全員の方より回答を頂きました。
アンケート結果「今後も継続していく」という意見が８０％と大多

をしてまいりました。
今年度は行事が多く皆様のご協力が必要不可

数でした。

欠で委員長人事に多くの時間を掛けました。
また例会計画は各委員
長と話し合い、
時の話題をテーマにゲストスピーカーの人選を行い、

地域を育み大陸をつなぐ

例会報告
特に親睦委員長にはご足労を掛け夫婦例会とさせて頂ききました。
しかし、思い出深い経験を多くさせて頂きました。

●米澤 久二さん、堺 和信さん、門前 庄次郎さん

地区ガバナー補佐を伊藤松寿さんにお願い、IM を十月に開催、

鍋島さん中村さん、長い間お疲れさまでした。ところで中村さん、

委員長脇本敏男さんが極めてこまやかに“祭り”をテーマに大成

今後奥様同伴でテニスを教えて下さい。

功を納め、創立四十五周年記念式典を十二月、委員長小森丈一さん

●堀川 和士さん、洞口 良一さん、田中 正躬さん

にて威厳のある式典・懇親会を無事終えることができました。

今年度も最終の例会となりました。
一年間ニコニコ委員として皆様

会長就任時点で一番頭を悩ましたのは、会長の時間です。自分に

方に大変お世話になりました。また、会長幹事には一年間大変あり

取って話題の無さを痛感されました。
会社特に専門分野に付いては

がとうございました。

時間一杯に出来ますが、その他の話題はその日々々で、本年は災害

●寺田 一夫さん

の話が多く暗い話題を提供したことをお詫び申し上げます。

鍋島会長・中村幹事、一年間大変ご苦労様でした。委員会に対して

自分では精一杯頑張って奉仕したつもりですが、
皆様には迷惑の

もお力添え頂きましてありがとうございました。
今日はクラブアッ

掛けっ放しで十分大任を果せなかったと思います。しかし、心許無

センブリーです。最後の務めをさせて頂きます。ニコニコではあり

い私を支えていただいた各会員・地域社会のご協力で大過なく終了

ませんが最後のニコニコとさせていただきます。

させて頂ける事を感謝して挨拶に代えさせていただきます。

●鴻野 幸泰さん
一年間誠にありがとうございました。先日金沢に行って来ました。

有り難うございました。

村瀬さんの顔を見て来ました。
大変顔色もよく順調に回復してみえ
る様子でした。
●古橋 直彦さん

＜ニコニコボックス＞

①鍋島会長・中村幹事、事業が目白押しの一年でしたが、万事如才

●鍋島 勝雄さん

なく務められ本当にお疲れさまでした。

いつかこの日が来ると思っていましたら、今日来ました。１年間あ

②昨晩、
関市小瀬の長良川で鵜飼を楽しんで来ました。
真っ暗な中、

りがとうございました。ニコニコしていましたら中村幹事、中澤事

鵜舟のかがり火の熱を感じる距離で鵜が鮎を獲る時、
面白さは極

務局から６月３０日までは任期はあるので気を引き締めて、
と怒ら

みに達しましたが、
時はあっという間に過ぎ名残惜しさだけが残

れました。

りました。

●中村 良平さん

●菱川 正臣さん

この一年間大変お世話になりました。
ご指導、
ご協力に感謝します。

今年度もなんとか例会に出る事が出来た事に感謝して。

ありがとうございました。

●河尻 浩次さん

●小森 丈一さん

１ヶ月近く例会をお休みして大変失礼いたしました。
生まれて初め

鍋島会長・中村幹事、行事の多い一年ご苦労様でした。ＩＭ、４５

て、坐骨神経痛を経験しました。日にち薬で、もう随分良くなって

周年と記憶に残る一年でした。
今後は地区でのご活躍を期待してい

参りましたので、また宜しくお願いします。

ます。

●垂井 政機さん

●野戸 守さん

明日は帝国ホテルで年３回のジャズの集まりです。
テネシーキング

鍋島会長・中村幹事、一年間大変ご苦労様でした。

スの演奏、久し振りで楽しみです。

●新田 敬義さん

●岡田 贊三さん

会長、幹事また役員の皆様、今年はＩＭ、創立４５周年記念式典と

来週から本社を漆垣内の国際工芸学校跡に移転します。
工場は１０

多彩な１年ご苦労様でした。

月になります。

●阪下 六代さん

●折茂 謙一さん

鍋島・中村丸の接岸も間もなくです。この一年間ご苦労様でした。

①小森さん、ロータリーバッチ有難うございました。

任期最終日まで気を緩めず頑張って下さい。

②早退します。

●脇本 敏雄さん、平 義孝さん
鍋島会長・中村幹事、今年度の例会も今日が最終ですが誠にご苦労
様でした。ＩＭの折には大変お世話になり有難うございました。
●内田 幸洋さん、田近 毅さん、斎藤 章さん、井辺 一章さん、
小田 博司さん、蜘手 康介さん
１年間ご苦労様でした。すばらしい会の運営、見事でした。

地域を育み大陸をつなぐ

