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●会 長 折茂 謙一
●幹 事 米澤 久二
●会報委員長 脇本 敏雄

＜会長の時間＞

「アマガエル」

蜘手 康介

＜幹事報告＞

只今ロータリーの４つのテス

◎公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ日本財団より

トの中で『みんなに公平かどう

・確定申告用寄付金領収証 送付

か』
『みんなの役にたつかどう

H24.1.1～6.30 の間の

か』という条項がありました。

個人寄付金領収証

４つのテストにぴったり合う会
＜受贈誌＞

長の時間の話の内容は、ロータ
リーの規約、ロータリー活動、

加茂東 RC (会報、活動計画書)、

情報であればすべてのロータリアンに公平に役立つ真実の内容

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化)

になります。
またロータリアンは職業的専門家の集団であるので、
わたくしの専門の医学の話をすれば４つのテストに合格します。
会長の時間を無難にこなすとすればどちらかを選べばいいので
すが、折茂謙一という一人の人間の姿は見えてきません。

＜出席報告＞

私どもはロータリアンであり経営者であり、また一人の人間

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

であります。わたくしは一人の人間として、わたくしの人生での

前々回

43 名

7名

50 名

50 名

100.00％

本日

38 名

－

38 名

50 名

76.00％

生きる姿を皆様に知っていただい、参考にしていただければとて
もありかたいことだと思います。わたくしがすべてに恵まれて順
風満帆、イケイケどんどんで成功しているのであれ、あまり参考
になる事はないと思います。
わたくしは現在７４歳であり話は下手であり頭もよくはない、
体力がないので、疲れやすい。９時間から１０時間寝ないと体が

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日

持たない。
睡眠時間を削ると昼間仕事中に居眠りをしたりします。
これまでの人生は右に曲がり左に曲がり、
まさによろよろしたり
どん底に落ちそうになったりの繰り返しです。
自分の力は１０パ
ーセント、
残り９０パーセントは人様に助けられているように思
います。これは何とか世のため人のために役にたちたい、という
想いがあるからではないかと思っています。
「人事を尽くして天
命を待つのではなくて、
「天命に従って人事を尽くす」という思

脇本 敏雄

８． ７

垣内 秀文

いでいるからではないかと思います。
会長の時間に私の経験をお話しするとすれば、
一度では終わり
ません。
個人の話を連続して何か月か会長の時間に話されたよう

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
村瀬 勝彦

公子さん

８．１０

長になったということはそれが必要であるからだと判断して、
今

古橋 直彦

直子さん

８．１６

後進めたいと思います。

小田 博司

芳子さん

８．２６

山下

淑子さん

８．２８

な例が過去にはありません。かなり迷いましたが、わたくしが会

明

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

８．２７

例会報告
◎結婚記念日

ナシ

◎出席表彰

小森 丈一
２０年

また、６月１７日に岐阜市で行われました会員基盤増強維持セミ
ナーには、私の替わりとして委員の鴻野さん、また新会員代表とし
て塚本さんに出席をお願いしました。２６３０地区では、岐阜都ホ
テルで丸一日講義をおふたりで受けられました。委員長として大変
感謝するとともに敬意を表したいと思います、本当にありがとうご
ざいました
その後、報告書の提出が地区から求められ、塚本さんが報告書を
まとめられ事務局より６月末に提出した次第でございます。本日の
担当例会はその報告書をもとに、塚本さんに卓話をして頂きます。
それでは、塚本直人さんよろしくお願いします。

塚本 直人
6/17、岐阜都ホテルでの
会員基盤増強維持セミナーについて
報告

井辺 一章
１４年

＜ニコニコボックス＞

洞口 良一
１年

◎在籍周年記念表彰

なし

◎３ヶ月表彰
・伊藤 松寿
・洞口 良一

・井辺 一章
・米澤 久二

・小森 丈一
・東

・田中

武

庄豪

会員増強・職業分類・選考委員会 担当例会
会員増強・職業分類・選考委員長
堀川 和士
本日は、会員基盤増強委員会の
担当例会です。
会員基盤増強委員会としての活
動の一歩と致しまして過日の７月
２５日に、会長幹事、新会員を交
えまして第１回の会議を終了した
事を報告させて頂きます。
内容として前年度からの引継ぎ事項などから協議されましたが、
今までに無い取り組みと致しまして、ロータリー情報委員会とのコ
ラボなどの絡みなどもございまして、多くの新会員にご参加いただ
きました。今までの古参会員だけの会議とは一味も二味も違う意見
なども聞くことが出来、大変有意義な会議ではなかったかなという
感想でございます。

●折茂 謙一さん
先週木曜日にひいた風邪がほぼ治りひと安心です。
●米澤 久二さん
本日は会員増強委員会担当例会です。委員長の堀川さん、スピーカ
ーの塚本さん、よろしくお願いします。
●堀川 和士さん
本日は会員基盤増強委員会の担当例会です。会員全員の新会員推薦
を一日も早くお願い申し上げます。
●河尻 浩次さん
ロンドンオリンピックに大垣共立銀行の女性行員、中山セイラと中
野希望の二人がフェンシングの試合に出場し、中山セイラはオリン
ピック初勝利を挙げました。残念ながらテレビ中継はありませんで
したが、新聞記事には取り上げられました。応援ありがとうござい
ました。
●寺田 昌平さん
ロンドンオリンピックサッカー、予選突破を男女とも果たし、決勝
トーナメント進出。メダル目指し頑張れ!!少しだけ。
●下屋 勝比古さん､
インターハイで飛騨高山高校女子ハンドボール部が 3 位入賞を果
たしました。オリンピックと同じくらい熱い戦いでした。高山から
全国団体入賞久しぶりです。
●脇本 敏雄さん
ＭＢＡ取得のために会社から派遣されイギリスのバーミンガム大
学に入学した次男夫婦が8月より2年間新しい生活をスタートさせ
ました。今まさにロンドンオリンピック開催中ですので、出来れば
行きたいと思っている所です。
●山下 明さん
明日夜、町内(天満町４丁目)の盆踊りがあります。60 年以上続い
ている伝統の町内会行事です。三味線、踊り、唄ばかりかビール、
焼き鳥、団子もあり出血大サービスです。ご来場歓迎いたします。
●小林 勝一さん、垂井 政機さん
毎日毎日とにかく暑い。
腹が立つ程暑い。
皆様お体ご自愛ください。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

例会報告

８月５日(日)、第５８回となる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が、飛騨高山ビックアリーナに
て開催されました。我クラブからも２チームの出場登録をしており
ましたが、参加者が集まらず、急遽大垣共立銀行さんから２名の応
援を得ての出場となりました。

一期一会

岡田 贊三

私がロータリーに入会した頃の事を思い出してみた。
３０数年前の事である、高山駅で偶然出会った先輩から名古
屋までの車中熱っぽくロータリーの話を聞かせて戴いた。
このクラブは所謂大人の集まりであり、仕事を通して社会に
貢献することが第一の目的なんだ。だからみんなで何かをする
ということではなく職業奉仕の為に、お互いに学び会ったり
情報を交換し合ったりする場なんだ。という話に当時若かった
私は仕事上悩むことも多く，是非入会させて欲しいと思った。
しばらくすると、入会承諾の通知が送られてきた。
とても忙しくしていた私は出席不良会員としてマークされ
ていたみたいだが、先輩たちと対等に話が出来ることや、他ク
ラブにも積極的にメーキャップして様々な素晴らしい方々と
の出会いをさせて戴けたことを感謝している。
近年その思いが薄れてきているのは、年をとってしまったか
らだろうか？

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

