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平成 26 年 6 月 20 日

クラブアッセンブリ―・会長幹事退任挨拶
高山西ロータリークラブ

例会報告
第２６３０地区
●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

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 山下
明
●幹 事 寺田 昌平
●会報委員長 堀川 和士

＜会長の時間＞
本日は、後ほどの退任のあいさつに替えさせて頂きます。

＜幹事報告＞
◎ガバナーエレクトより
・委嘱状
地区広報委員会委員
伊藤 松寿 様
◎次期ガバナー、
地区Ｒ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
日
時
7 月 27 日(日)
登録受付 10:00
点鐘 10:30 閉会点鐘 16:30
場
所
岐阜都ホテル 岐阜市長良福光 2695-2
出席要請者
2014-15 クラブ会長および財団委員長
◎高山中央ロータリークラブより
・地区幹事 受諾への御礼
◎高山市ソフトミニバレー選手会より
・第 62 回高山市ソフトミニバレーボール大会開催要項
◎高山市社会福祉協議会より
・平成26年度高山市社会福祉協議会第2回評議員会の開催について
日 時
7 月 14 日(月)
午後 2 時より
場 所
総合福祉センター 3 階作業室
議 題 ・一般会計および特別会計資金収支補正予算の
承認について
・理事欠員に伴う後任者の選任について
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ（会報）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

42 名

6名

48 名

51 名

94.18%

本日

35 名

－

35 名

51 名

68.63％

＜本日のプログラム＞
クラブアッセンブリー
クラブ奉仕委員長
井辺 一章
副委員長 脇本敏雄
委員
堀川 和士、堺 和信、
内田幸洋､遠藤隆浩、古橋直彦、
新田敬義

西村 直樹

住田 泰典

各委員長のおかげで計画された事案もスムーズに行われ、
各例会が本当に楽しみでありました。
一年間約 2 回づつの担当例会を立派にこなしてくれて有
難うございました！
ロータリー情報委員長
脇本 敏雄
副委員長 鍋島 勝雄、委
員 内田 幸洋
（基本方針）
ロータリーの歴史、綱領
およびクラブ活動に関す
る情報を提供し、ロータリー活動の一層の推進に寄与する。
○前期実施事業
１）平成 25 年９月４日
第１回・新会員に対するオリエンテーション
対象者 新会員５名（長瀬 達三・田中 晶洋・新井 典仁
山下 直哉・西村 直樹）
○後期実施事業
１）平成 26 年１月 17 日 情報委員会担当例会（1 回目）
委員長卓話「ロータリアンの自覚と義務」について
２）平成 26 年 6 月 11 日情報委員会担当例会（2 回目）
歴代会長経験者の卓話（挟土 貞吉・小森 丈一・平 義孝）
３）平成 26 年 6 月 14 日
第２回・新会員に対するオリエンテーション
対象者 今年度入会の新会員２名
（中島 弘人・住田 泰典）
○予算 ￥100,000 円
※予算内にて有意義に消化しました。

職業奉仕委員長 洞口 良一代理
副委員長 堀川 和士
委員長より ｢ 6 月に入って例
会日には何かと用事が重なり欠
席している事を申し訳なく思っ
ています。
6 月末日をもって退会
させていただく事になり、
8 年間
の在籍でしたが大変お世話にな
りありがとうございました。｣との挨拶と、以下の内容を預りま
したので報告いたします。
活動計画として
１．
職場訪問を行う：25年9月20日に(株)キタニジャパンさんへ職場
訪問させて頂きました。
会員でもある東庄豪さんには勤務先の東
京支店より来ていただき会社概要を説明して頂きました。
２．ゲストスピーチ ： 平成 26 年 3 月 28 日に税務署長にお願い
する予定でしたが急遽変更になり、
千光寺住職 大下大圓さんに
お話しいただきました。

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

例会報告
環境保全委員長
蜘手 康介
今年度の環境保全委員長を承
りました蜘手です。副委員長に
岡田さん、委員は東さん、新井
さんです。
基本方針は「我が地球に生存
する意味を考え、自然と共生す
る大切さを知っていただくと共に地元の自然の美しさを知る」
です。活動内容としましては、11 月と 2 月の担当例会でゲスト
をお招きしスピーチをしていただき、5 月の新緑例会において、
親睦委員会と合同で位山散策を計画実行させていただきました。
いずれにしても皆さんのご協力の中で、独自の活動が出来な
かった事を深く反省し、この経験を今後のロータリー活動にい
かしていきたいと思います。一年間、本当にありがとうござい
ました。

インターアクト委員長
垣内 秀文
7/12 韓国派遣に伴い、
派遣
激励金目録をお渡ししました。
中居美琴部長、中畑愛帆さん
に派遣にあたって抱負を述べ
て頂いた後、顧問の荒川先生
に謝辞を頂きました。
7/25 高山 RC の合同懇親会が行われ、斐太高校、飛騨高山高校
両校の校長、顧問、高山 RC、
当クラブの両会長、委員長、副委員長が参加され楽しく親交を
深められたと思います。
8/15～16 多治見での年次大会、私は初日見送りをしてからの、
二日目からの参加加でしたが、壇上スピーチで当クラブの留学
生ベスが堂々と流暢な日本語でユーモアを交えながら話してい
た事が今も記憶にあります。
8/30 年次大会報告 中居さん、中畑さん、荒川先生をお招き
し報告して頂きました。
9/30 IAC 飛騨地区研修会が文化会館で行われ、飛騨高山高校、
斐太高校、益田清風高校の部員が一堂に会しました。当日は IAC
OB の田川薫さんがワークショップをした後、ラオス派遣等の経
験談を交えながら講演をして頂きました。
5/18 当クラブの新緑例会、皆様が楽しく親睦を深めている最
中、当日すでに IAC は来期を待たずして始動しており、田中エ
レクト、大村次期委員長、荒川先生が四日市で行われました、
教師部会に参加され決意を新たにされたと思われます。

国際奉仕・友好クラブ委員会
鍋島 勝雄
国際奉仕最大の事業、エリ
ザベスを事故も無く、1 月 11
日中部国際空港より無事に帰
国させる事が出来ました。
詳細に付いては、中間報告
にて発表しましたので、省略
いたしますが、ホームステーを引き受けて頂きました、六家族
には心より感謝申し上げます。
下期、大使を講演の講師にと努力しましたが、日程が合わず
断念させていただき、高山市役所海外戦略室担当部長 田中明
様に、ゲスト・スピーチをお願いし、３月１４日講演を引き受

けていただきました。
現在、高山市の観光の取り組み、特に海外からの観光客に対
して講話をして頂きました、印象に残ることは、有形・無形の
財産を「守るべきものは守り 高めるべきものは高める」姿勢
と、外国との格差、特に宗教の違いを理解する心が今後の課題
と理解させていただきました。

米山奨学委員長
田近 毅
米山奨学委員会の担当例会を
２回行いました。
第一回は 2013 年 11 月 29 日
「水漫漫 米山梅吉の生涯」と
いうビデオを見て頂き、日本ロ
ータリーの父 米山梅吉氏の紹
介をさせていただき､知って頂けたことと思います。
第二回は 2014 年 5 月 23 日地区米山記念奨学部門委員長の後
藤博美様とロータリー米山奨学生で四日市大学経済学部４年生
のベトナム人 チャン・アン・ヴァンさんをお招きして卓話を
していただきました。
米山担当者として例会の度に皆様にお願いし、15 名の方に 18
万円の寄付をして頂きましたこと、また、クラブの寄付金が累
計 1,500 万円に達したので、米山功労クラブとして、感謝状も
頂くことが出来ました。これも皆様の御協力の賜物と感謝しま
す。
有難うございました。

会長幹事退任挨拶

幹事
寺田 昌平
幹事として１年間を振り返ってみますと、私の力不足により
会員の皆様に色々な点で多々ご迷惑をおかけしたと反省してい
ます。たとえば幹事としての気配り不足によって大切な時間が
無駄になったり、例会進行に支障をきたした事もあり、誠に申
し訳なく思っています。
しかしながら年間のクラブ活動計画等、ＳＡＡ各委員会の委
員長、会員皆様方の格別のご理解とご協力を賜り、本日まで何
とか務めさせていただきました。改めて会員皆様方の好意と友
情に心より感謝申し上げます。
来年度は田中武会長はじめ門前庄次郎幹事、理事役員各委員
会も新たに決まり 7 月 1 日よりいよいよ船出です。高山西ロー
タリークラブの益々の発展と会員皆様のご健康を祈念し御礼の
言葉といたします。１年間ありがとうございました。
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会長
山下 明
・１年間ご協力ありがとうございました。何とか無事責務を果
たし、ほっとしている所です。
・一昨年十月、指名委員会で就任指名を受けまして、寺田幹事
と共に事業計画、委員会構成メンバー、年間プログラムの作成
などについて何回も打ち合わせをしながら、七月の第一例会に
向けていろいろ準備をしてきました。今振り返ってみますと、
この準備の段階が結構大変だったようで段取り八分との言葉が
ありますが、その通りだなぁと実感しています。
・
「例会がロータリーの原点であり、有意義で楽しい例会にしよ
う」との思いで一年間取り組んできました。四十五回の例会の
平均出席率が 74.8％ということで何とか満足していただけたの
ではないかなぁと思っている次第です。
・
「未来の夢計画」については、一昨年の十一月に多数の歴代会
長に集って頂き、次年度で計画立案するように提言されたとこ
ろからスタートいたしました。
昨年の三月に高山市社会福祉協議会の方々と何回か打ち合わせ
を行い、
「よって館事業」構想なる叩き台ができ、具体化に向け
てようやく動き出しました。昨年の五月に未来の夢計画実行委
員会が立ち上げられ、町家を活用した地域コミュニティ再生事
業として最終計画案ができました。次年度から実現に向けて工
事に入ります。次期田中会長、門前幹事さんよろしくお願い致
します。
・会員増強委員会の努力によって、2 名の会員の入会がありまし
た。残念なことに 4 名の方が退会されました。特に寺田幹事さ
んの一身上の都合ということでの突然の退会は寝耳に水でした。
・副幹事、幹事役として 2 年間、会の準備や運営などについて
サポートしていただき、本当に感謝しています。
・いずれにしても、この一年間は貴重な経験ができ、そしてそ
れなりに充実した 1 年でもありました。最后に会員の皆様、そ
して中澤事務局員のご協力に感謝申し上げて退任の挨拶といた
します。

＜ニコニコボックス＞
●山下 明さん
・今年度最後の例会です。クラブアッセンブリー残りの７委員
長さん、時間の余裕がありそうなので長めの発表よろしくお
願いします。
・この一年間会員の皆様にはお世話になりました。ありがとう
ございました。

●寺田 昌平さん
・２週に渡り本日もクラブアッセンブリーです。各委員長様よ
ろしくお願いいたします。
・１年間幹事を務め本日を迎えられた事に感謝申し上げます。
会員皆様方の温かいご指導とご理解を賜り御礼申し上げます。
●ロータリー情報委員長 脇本 敏雄さん
・寺田さん、先般のロータリー情報委員会に心遣い頂きまして
ありがとうございました。
・山下会長寺田幹事、一年間誠にご苦労様でした。ロータリー
情報委員会も全ての計画を無事全うする事が出来ました。ご
指導に感謝いたします。
●鍋島 勝雄さん、斎藤 章さん、門前 庄次郎さん
いよいよ山下寺田丸の最終例会を迎えましたね。本当にご苦労
様でした。来
●井辺 一章さん、平 義孝さん
会長 山下さん、
幹事 寺田さん 1 年間ありがとうございました。
会長の時間は話題が豊かで楽しい１年でした。ありがとうござ
いました。
●山本 善一郎さん､野戸 守さん､新田 敬義さん､米澤 久二さん､
遠藤 隆浩さん､蜘手 康介さん
山下会長寺田幹事、一年間ご苦労様でした。
●小田 博司さん
2013-14 年度最後の例会となりました。山下会長寺田幹事有難う
ございました。各委員会の皆様有難うございました。ＳＡＡ担
当の皆様有難うございました。最後に皆様、有難うございまし
た。次年度最初の例会 7 月 4 日に元気でお会いしましょう。
●阪下 六代さん
前例会で報告させていただいたとおり、未来の夢計画のプロジ
ェクトの策定とその実現に向けての地区補助金の申請を行った
結果、晴れて地区補助金の支給決定の通知を受ける事が出来ま
した。小森丈一未来の夢計画委員長、井上正ロータリー財団副
委員長をはじめ関係者の格別のご尽力に対し厚く御礼を申し上
げます。
●垣内 秀文さん
皆様一年間ありがとうございました。これで一年間の目標額に
届いたでしょうか？ニコニコ委員長様、裁定願います。
●内田 幸洋さん､小森 丈一さん､挟土 貞吉さん､伊藤 松寿さん
①皆様のご協力のお陰で目標を達成する事ができ感謝いたします。
ありがとうございました。
②山下会長、寺田幹事、一年間ご苦労様でした。目標を達成出来た
のもゲストスピーカーが多かった事も一つの要因と思い御礼申し
上げます。
●挟土 貞吉さん
①山下会長、寺田幹事さん一年間ご苦労様でした。会長スピーチ(雑
学)を毎週楽しく聞かせて頂きました。勉強になりました。
②寺田昌平さん、ちょっと休会して再入会を待っています。
③この一年、脳トレ言語訓練と修練の場を当てて頂きありがとうご
ざいました。
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