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＜会長の時間＞
5 月 16 日（土曜日）午後 3 時より、山ゆ
り福祉会館での第 10 回 飛騨慈光会後援
会総会へ行って来ました。皆さんご存知の
ように我がクラブの会員であります、岡田
贊三さんが後援会会長を務めています飛騨
慈光会です。児童養護施設 夕陽ケ丘、母子生活支援施設 清和寮、
障害児入所施設＆児童発達支援事業 山ゆり学園、障害者支援施設
高山山ゆり園・益田山ゆり園・ 吉城山ゆり園・吉城山ゆり園古川
分場・大野山ゆり園、飛騨うりす苑＆飛騨うりす苑診療所・相談セ
ンター、下呂市障がい者生活相談センター、ひだ障がい者総合支援
センターぷりずむ と施設が 8 箇所 相談センターが 2 箇所です。
総会は 3 時より、開会の言葉から始まり岡田贊三さんの会長挨拶、
途中で飛騨慈光会の紹介ビデオの上映があり 4 時半頃に終わりま
した。内容は平成 26 年度の事業報告、決算報告、監査報告、そし
て平成 27 年度事業計画（案）10 月に記念式典が行われる 10 周年
行事の開催等、新運営委員・事務局の紹介、閉会の言葉、報告の内
容は、これまでの最高額 2,822 万円の会費を納入いただき、2,700
万円を飛騨慈光会に寄付が出来た事、ご協力に感謝とのことでした。
『会費企画部の取り組み』
《飛騨地域三市一村の区長会、自治会、町内会連合会への依頼活動》
高山市の支所地域、飛騨市、下呂市、白川村の区長会、自治会、
町連への会費集金、依頼文書配布等させて頂いています。しかし、
各地域とも高齢化の状況が進んでおり、独居のご老人の会員様か
「今年度で退会させてほしい」など申し込みもあり個人会員数は前
年度比で 147 名の減となっています。個人会員数は 4 年連続で減少
となっています。
《法人会員増強への取り組み》
加入促進のため引き続きロータリー、ライオンズ各クラブ、高山
青年会議所様等を通じて加入依頼した結果、前年度より 8 社増え
403 社（新規加入企業が 18 社）これまで最多の法人会員数となり
ました。26 年度も、法人会員の増加により個人会員の減少をカバ
ーする結果になったそうです。
『事業部の取り組み』
後援会だよりの発行、飛騨慈光会の HP、飛騨地域の各地・団体
主催で催しされるイベント等へ積極的に参加し、飛騨慈光会の PR
と会員拡大に取り組みました。
『会員集金や会員募集にご協力いただいた皆様、金融機関に感謝』
各地域の方々及び、飛騨信用組合、高山信用金庫、飛騨農業共同
組合、十六銀行、大垣共立銀行、益田信用組合の各金融機関様の、
会費の振込み手数料免除等、飛騨慈光会職員の皆様に心より感謝致
します。
『27 年度も宜しくお願い致します』
飛騨慈光会の進める事業計画は大変な資金を必要としています。今
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後も後援会として飛騨慈光会を全面的に支援していきますが、その
ためには、飛騨慈光会と後援会を飛騨において広くご理解いただく
努力と共に、地域の福祉の充実につながるような活動を、今後もそ
れぞれの地域の実情に合せながら、積極的にそして地道に取り組ん
でいかなければならないと考えています。平成 27 年度も変わらぬ
ご協力をお願い致します。
以上のようなことでしたが私が全体のお話のなかで感じたこと
は最終的にやはり『助け合いの心』だと思います、まだ未加入の方
ももう一度考えて頂きますと大変有難いと思います。

＜幹事報告＞
◎Ｒ１日本事務局より
・６月のロータリーレートについて
１ドル １１８円（現行どおり）
◎はぐるま会より
第１７７回はぐるま会開催のご案内
日 時
６月１４日(日)
１２：３６スタート
場 所
飛騨高山カントリークラブ
懇親会
洲さき
１９：００～
会 費
８，０００円
◎飛騨慈光会後援会より
・飛騨慈光会後援会 第１０回総会ご出席の御礼
◎高山市民憲章推進協議会より
・平成27 年度高山市民憲章推進協議総会の開催について（ご案内）
日時
６月 １日(月)
１９：００～
場所
高山市役所 地下市民ホール
議題
・平成 26 年度活動報告及び決算報告について
・平成 27 年度役員選出について
・平成27年度活動計画（案）及び予算（案）について
＜受贈誌＞
地区ロータリー財団部門委員長（学友だより）
、岐阜県環境生活
部人権施策推進課長(人権だより No.61)

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

40 名

5名

45 名

45 名

100.00%

本日

39 名

－

39 名

45 名

86.67％
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＜本日のプログラム＞

ガバナー補佐訪問

濃飛グループ ガバナー補佐
兼松 政則 様
８ＲＣ最後の訪問です。可児ＲＣ所属であったローターアク
トＯＢ２名を連れて参りました。縁あって、名城大学面接会に
て我が社に入社いたしました。
この１年間、第１回ＡＧ訪問より会長幹事様、会員の方々に
は大変お世話になりました。今回最終訪問５分間だけ時間を頂
き、お礼に伺いました。一昨年より AG 事前研修セミナーやら地
区研修セミナー等１０回弱ほど名古屋や岐阜にて参加しました。
昨年の７月からは第１回ＡＧ訪問から始まり、この最後の訪問
から来日の引き継ぎ含め５０回近くの参加要請がありました。
また、昨年より近隣４ＲＣロータリーデーと銘打って家族川
柳の募集と発表に向けて、会長幹事と共に半年間月１回夜打ち
合わせ、そして各月で例会に出席させてもらい、近隣クラブと
の交流ができました。3 月 29 日発表と表彰を済ませ、そしてロ
ータリー活動を一般市民にＰＲできたと思います。
3 月 7 日多治見でＡＧ報告会のおりには、青少年育成小委員会
委員長、永家会長より活動報告として出前講座のＤＶＤを配っ
ていただき近隣４ＲＣには配らせていただきましたが、大変参
考になったとの事であります。
会員増員において、どのクラブも力を入れてみえますが、高
山中央ＲＣは４名純増です。我ロータリーも現１９名でこのま
まいけば、１名増員となりますが、来期減少しない様にしたい
ものです。
残念な報告ですが、もう皆さんご存知だと思いますが、次期
濃飛グループは８ＲＣから７ＲＣに減少します。解散の折りに
は、剱田ガバナーエレクトにも高山からわざわざ加茂東ＲＣへ
訪問していただき、大変お世話になりました。夜は会長、幹事、
元ＡＧの勝川氏、私も交えて打ち合わせをしました。近隣の４
ＲＣからも、この先たとえ４～５人でもどのクラブでもいいか
ら入ってほしいと説得してきましたが、まだ決定していないの
が現状です。また、岐阜東濃グループは土岐クラブと土岐中央
クラブが合併することとなり、再スタートすることが決定して
います。来期の 2630 地区は、８０クラブから７８クラブにて運
営されます。私も来期は少しのんびりしたいところでしたが、
会員増強の委員長を依頼されましたので、やるしかないと思い
ましたが、なんとかまず退会防止にも努めたいと思います。
高山西ＲＣにおいては、ロータリー活動の原点である、例会
の出席率が９０％以上と高く維持されています。増強について
は、今期１名減少ですが、石垣ガバナーは目標として、純増１
名、あと少し頑張ってください。インターアクト支援も継続し
てみえます。後ほどの卓話が楽しみです。
最後に 5 月 30 日(土)濃飛グループ第 4 回合同コンペに貴クラ
ブより 5 名出席していただき、ありがとうございます。昨年 36
名でしたが、今回は 44 名と２組多くなりますので、楽しく１日
を過ごしたいと思いますので、宜しくお願い致します。
以上をもってこの１年間お世話になりました。お礼の挨拶と
させていただきます。ありがとうございました。

インターアクト委員会
委員長
大村 貴之
本日はインターアクト委員会
担当例会で、飛騨高山高校イン
ターアクト部より、顧問の荒川
先生と、部長の舩坂さんにお越
しいただきました。クラブの活動について、報告や計画をお話
しいただきます。
また、本日兼松ガバナー補佐と共にローターアクトクラブＯ
Ｂのお二方がお越しですので、大学の無い当地区には馴染みの
無いローターアクトクラブについて簡単にお話しいただき、引
き続き舩坂さんと荒川先生の卓話とします。時間が多少超過と
なりますが、よろしくご了解下さい。

名城大学ローターアクトクラブＯＢ 小林 靖弘 様、高橋 尚希 様
ローターアクトクラブ（ＲＡＣ）とは、18～30 歳の若年成人
を対象に、奉仕を志向する市民と指導者を育成するため、ロー
タリークラブが提唱する団体です。地域社会を基盤とするＲＡ
Ｃと、大学を基盤とするＲＡＣの 2 種類のＲＡＣがあり、私た
ちは名城大学ローターアクトクラブで、地域への奉仕として清
掃や募金活動を行い、それらの活動を通して次世代のリーダー
となるべく研鑽を積んでいました。
とは言っても現実には「ボランティアのクラブ？人の役に立
てるかな？」程度の気持ちで入部し、２年時にクラブの役職を
務めてようやく『可児ＲＣの提唱するローターアクトクラブ』
という、クラブの仕組みを理解するに至りました。また、３年
時には地区の役職を受け全国研修にも参加させて頂き、ロータ
ーアクトの繋がりを実感する機会を得ました。
４年時からは一線を退き、また社会人となりＲＡＣからは離
れましたが、ＲＡＣで学んだ奉仕の精神を、今後の生活でも実
践していきたいと考えています。

飛騨高山高等学校インターアクトクラブ部長 舩坂 理沙 様
私は飛騨高山高校２年生のインターアクト部部長の舩坂理紗
です。日頃は、高山西ロータリークラブのみなさんには経済的
な面ばかりでなく様々な助言や大会の運営等で、お力を借して
いただき、大変お世話になっております。ありがとうございま
す。
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私達飛騨高山高校のインターアクト部は、主に月曜日と金曜
日に活動をしています。その内容は校内や外の階段の清掃、発
展途上国の子どもたちにワクチンを送るために、ペットボトル
の蓋の回収です。
清掃活動では、日頃の感謝を込めて、階段や廊下などのすみ
ずみまで綺麗にできるように努めています。最初の頃は言われ
たからやるという感じがありましたが、最近では自分からすみ
ずみまで清掃できるようになりました。掃除というものは、や
ればやるほど綺麗になり、それと一緒に心も綺麗になるような
気がして、とてもやりがいがあります。
金曜日には、洋画を鑑賞し、セリフを研究し、英会話の力を
つけるようにしています。
昨年は台風のため、年次大会には参加できなかったので、と
ても残念でした。今年度は
ぜひ参加し、しっかりと学びたいと思います。文化祭ではフェ
アトレードの啓蒙とフェアトレード商品の販売をしています。
商品を適正価格で買ってもらうことで、発展途上国の人たちの
生活を援助できるということを伝えるために、フェアトレード
のチョコレートやお菓子、ポストカードや民芸品を販売しまし
た。仕入れた商品はほとんど完売しました。
今年の活動としては先日、
「ソロプチミスト高山クラブユース
フォーラム」の討論会に参加させていただき、
「世界の女性たち
の生き方」というテーマのもと、論文を発表しました。私は女
性の格差というテーマで発表しました。７月には地区の研修会、
８月には年次大会があるので、とても楽しみです。しっかりと
勉強してきたいと思います。
夏には、本校インターアクト部員の西本綾乃が韓国に派遣し
ていただけると聞いております。ぜひ、頑張って、異文化交流
に奮闘してほしいと思います。
このようにインターアクト部では様々な活動を行っています。
活動を通し、結果を残すことで飛騨高山高校インターアクト部
の名前を地元の人々に知ってもらい、そのことで高山をより活
性化する第一歩になれば良いと思っています。そのためにも、
御協力よろしくお願いします。ありがとうございました。

飛騨高山高等学校インターアクトクラブ顧問 荒川 一弘 先生
本日は、例会にお招きいただきありがとうございます。飛騨
高山高等学校インターアクト部の顧問を今年度も勤めさせてい
ただきます荒川一弘でございます。インターアクト部の顧問に
なりまして、９年目を迎えました。飛騨高山高校に赴任いたし
まして、１３年目になりました。
高山西ロータリークラブの皆様には、日頃、本校インターア
クト部に多大なご理解とご支援をいただき誠にありがとうござ

います。また年次大会参加、韓国派遣と物心両面での援助を頂
きありがとうございます。昨年度は、本校が地区研修会を主催
させて頂きました。その折にも、会場準備、会の運営を多忙中
にもかかわらず、協力していただいた事に関しましても、重ね
てお礼申し上げます。本日は、私と部長の舩坂 理沙の２名が
参加いたしております。昨年度の活動報告、今年度の活動計画
について説明をさせて頂きます。
昨年度は、地区の合同研修会をひだしんさるぼぼ倶楽部サロ
ンにて主催し、会長、幹事、インターアクト委員長の大村さん、
事務局の中澤さんには大変お世話になりました。ICU の現役大学
生の猿田幸恵さんに講演をして頂きました。豊富な写真と実体
験に基づいた熱い話に年齢が高校生と近いこともあり、インタ
ーアクターには刺激になったことだと思います。我々が行くこ
とさえ考えつかないパレスチナという危険な地域で、一大学生
が果敢に何らかの取り組みを始める姿に、勇気をもらいました。
興味深く、活発な研修会になりました。
昨年度は、交換留学生として、８月に中央ロータリークラブ
からビクトリアという留学生をノルウェーから受け入れました。
ベスを受け入れたことで、何かと参考になることが多く、ロー
タリー交換留学生事業を２年連続で行うことができました。イ
ンターアクト部としても、国際交流が毎日行われ、部員にとっ
ても刺激的な部活動となっています。
さて、今年度は一年生が１２名入部してくれました。２年生
も新たに入部した生徒も多く、１７名となり合計２９名という
大世帯になりました。入部する生徒の中にはボランティア活動
を希望する生徒も多く、留学をしたいと考えていたり、英語を
学ぶことに関心を持っている生徒が入部しています。今後は、
いかに魅力あり、かつ活発な部活動にするかが課題であると感
じております。
今年度、韓国派遣に１名の生徒が応募をさせていただいてお
ります。実りある短期留学になるように、事前研修等、積極的
に参加するように促して参ります。例年、韓国派遣事業は希望
者が多く是非今後も続けて行きたいと思っております。
また、今年は２年に１度のソロプチミスト主催のクラブ・ユ
ース・フォーラム２０１５にも、２名の女子生徒が参加しまし
た。残念ながら入賞はかないませんでしたが、世界における女
性の生き方というテーマで論文発表と討論会を活発に行なって
くれました。
地域社会に貢献する活動も、ロータリークラブの方々だけで
なく、様々な組織の方々から声をかけて頂き、学校外の活動も
増え、うれしいかぎりです。昨年は coop 岐阜、NPO はたらくね
っとと共に１２月の初旬にユニセフ募金を４年連続でフレスポ
で行いました。４万円近くの募金を集めることができました。
事前に、ユニセフの事務局の方に来校していただき、募金の趣
旨、募金がどのようにつかわれているのかについての勉強会を
することもでき、ただ募金するのではなく、何かを学んだ上で
の募金活動は意義があるものであると感じました。
普段の活動として。今年度もペットボトルの回収に取り組ん
でいきたいと思います。昨年度は、ポリオワクチンを１０名以
上は買うことができたと思います。大村さんには今年もお世話
になることと思います。よろしくお願いします。
ALT が常駐でなくなったことで、なかなか国際交流活動ができ
ませんが、洋画を通じて英語力をつけようという活動を積極的
に取り組む予定です。
ロータリークラブの方々との合同の活動がここ１、２年できて
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おりませんので、今年度はぜひとも、５０周年記念行事もある
ことですので、何らかの形で、協力できれば幸いです。一歩一
歩ですが、地域ばかりでなく国際的な交流活動にも範囲を広げ、
もっともっと積極的に活動していきたいと思います。

＜ニコニコボックス＞
●濃飛グループ ガバナー補佐
兼松 政則 様
本日は最終訪問宜しくお願い致します。
●名城大学ローターアクトクラブＯＢ 小林 靖弘 様、高橋 尚希 様
本日は準備の程ありがとうございます。大学を卒業してから久
しぶりの活動ではございますが、よろしくお願い致します。
●田中 武さん、門前 庄次郎さん
①国際ロータリークラブ第 2630 地区 濃飛グループガバナー補
佐 兼松政則様にはお忙しい中来訪賜り有難うございます。
今年度最後の訪問となりますが、宜しくお願いします。また、
一緒に来訪されましたロークーアクトＯＢの小林靖弘様、高
橋尚希様、ようこそお出で頂きました。
②本日インターアクト委員会担当例会という事で、飛騨高山高
校の顧問 荒川 一弘先生、部長 舩坂 理沙さんにお越しい
ただきました。授業中にもかかわらずお越し頂き有難うござ
います。新年度になりインクーアクトクラブも新しい体制に
なった事と思います。お話を楽しみにしておりますので宜し
くお願いします。
③先週の新緑例会には、沢山の会員・家族の皆様に参加頂き、
有難うございました。絶好の天候に恵まれ、大自然に触れる
事が出来、昼食会も、にぎやかな楽しい時間を過ごす事が出
来ました。準備・段取りをして頂いた、環境保全委員会・親
睦活動委員会の委員長さんはじめ委員の皆様、有難うござい
ました。
●大村 貴之さん
飛騨高山高校インターアクトクラブ顧問 荒川一弘先生、部長
舩坂さん、来訪を歓迎します。本日のスピーチよろしくお願い
します。月刊プレス 6 月号に顔写真付きで掲載されました。一
度ご覧下さい。
●垣内 秀文さん
荒川先生お久しぶりです。本日はよろしくお願いします。山下
明様ありがとうございます。内緒ですけど…。
●鴻野 幸泰さん
荒川先生ようこそお越し下さいました。元気そうで安心しまし
た。

●平 義孝さん､新田 敬義さん､阪下 六代さん､内田 幸洋さん､
古橋 直彦さん､井辺 一章さん､遠藤 隆浩さん､堺 和信さん､
田中 正躬さん､中島 弘人さん
今年の新緑例会は、予報では雨降りでしたが好天気に恵まれま
した。乗鞍から平湯の二輪草も満開でとても素晴らしい新緑例
会になりました。役員の皆様に大変お世話をかけました。感謝
します。
●垣内 秀文さん､大村 貴之さん､中島 弘人さん､住田 泰典さん
5/24 の新緑例会には、多数の会員の皆様、奥様そしてお子様に
参加いただきありがとうございました。親睦委員会の 3 大行事
最後の例会が絶好の天気の下、無事に遂行できたことに内心ホ
ッとしております。これも会長はじめ皆様のお陰と心より感謝
申し上げます。残り 1 ヶ月決して楽をするつもりはございませ
んのでどうぞ宜しくお願い致します。
●住田 泰典さん
新緑例会に家族で参加させて頂きありがとうございました。ビ
ンゴでは 1 番ビンゴを妻が引いてしまい司会者としては焦りま
した。申し訳ありません。帰宅してから家族の話に花が咲きま
した。
●挟土 貞吉さん
①新緑例会、乗鞍楽しかったです。ありがとうございました。
②長瀬達三さん、大変なお仕事ご苦労様です。保護されない様
に頑張って下さい。
●斎藤 章さん
先月は夫婦揃っての誕生祝い、今月は結婚記念日にクラブより
お祝いをいただきました。ありがとうございました。
●新井 典仁さん
先日 5 月 25 日の結婚記念日にプレゼントを頂きまして有難うご
ざいました。結婚して十数年、私達夫婦はたくさんの方々に支
えられ助けていただき、生活をしてくる事が出来ました。感謝
してこれからも頑張って行きたいと思います。
●下屋 勝比古さん
娘の所属するする飛騨高山高校ハンド部がインターハイ出場を
かけた県大会で優勝し、全国へ行ける事になりました。男子 高
山西高と共に活躍して欲しいです。

ロータリーに輝きを

