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＜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。

田中

正躬

「駆け抜けた春」

蜘手 康介

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー
親睦委員長

垣内 秀文

基本方針は「会員相互の絆を

＜幹事報告＞

より深める為に、皆が進んで参

◎ガバナーエレクトより

加できる行事を企画し、ロータ

・委嘱状

リー活動の力の源となるよう、

2015～2016 年度

明るく元気なクラブ作りのお手

地区広報部門委員会委員長

伝いをする」でしたが、田中会長、門前幹事より親睦はクラブの要

伊藤 松寿 様

だから宜しく頼むねと真顔で重圧を掛けられて私の今年度が不安

◎ガバナーエレクト、

だけが募りまくりスタートをしました。

2015-2016 年度ＩＡＣ小委員会委員長より

上期の 8/8 には納涼ゆかた例会を宝生閣さんで実施致しました、

・2015 年度韓国第 3600 地区派遣事業中止のお知らせ
◎高山市ソフトミニバレー選手会より

余興では若手委員さんにゲームを中心に活躍して頂き、ワンコイン
じゃんけんゲームでは皆様の御好意を全額ニコニコボックスに投

・第 64 回高山市ソフトミニバレーボール大会

函出来、貢献できてホッとしております。

開会式参列のお願いおよび開催要項

今年の 1 月 10 日には恒例の新年家族例会をグリーンホテルにて

日時

8 月 2 日(日)

8：30～

会場

飛騨高山ビッグアリーナ

実施いたしました。新春の舞を田近さんの奥様、花柳美玲さんに見
事なまでの日本舞踊披露頂き新年例会が一層華やいだところに、口
汚し余興では委員会の枠を超え若手会員さんに猛練習？積んで華
麗にアナ雪を披露させて頂きました。演者は楽しんでいた様でした

＜出席報告＞

が皆様いかがだったでしょうか？

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

37 名

８名

45 名

45 名

100.00%

てお子様まで御参加を頂きました。乗鞍畳平から登山そして平湯の

本日

36 名

－

36 名

45 名

80.00％

散策を行いました、ガイドの上平さんをはじめ 4 名のガイド元、こ

そして先月 5 月 24 日には新緑家族例会にて会員さん奥様、そし

れ以上は無い絶好の天気に恵まれ 3 コースに分かれ皆さん事故も
なく笑顔で下山された事が大変良かったなと思いました。その後再
びバスに乗り移動、シャーレー中西にて大昼食宴会、ビンゴ
ゲーム等で盛り上がり時間もあっという間に過ぎましたが、帰りの
バスの中でこんなに明るいと、まだ帰れないと言われる方が多々み
えバス下車後、元気に 10 数名は繰り出して行きました。
こうして最後の担当例会である新緑例会が終わりスタート時
からの呪縛から解き放たれた感は否めませんが、一年間拙い委員長
でしたが御協力を賜りありがとうございました、今年度を通して貴
重な体験をさせていただき、心より感謝申し上げます。

ロータリーに輝きを

例会報告
社会奉仕・ヘルス委員長

国際奉仕・友好クラプ委員長

鴻野 幸泰

平 義孝

副委員長：井上 正、

今年度の方針は、活動計画

委員：新井 典仁、山下 直哉

の通り実行いたしました。高

基本方針： ・「未来の夢計画」

山国際協会とデンバー友好協

事業を通して時代に合った地域の

会の会費納入。ゲストスピー

求める社会奉仕活動。・ロータ

チは高山市海外戦略室プロジェクトマネージャー畑尻広昌様に

リー会員の健康増進とソフトミニバレーボール大会の開催協
力。

卓話をお願いしました。
台北東海ＲＣ20 周年記念式典に、会員の皆様 18 飯奥様 5 名の

未来の夢計画事業につきましては、去年 9 月に下二之町の『よ

計 23 名参加いたしました。初日は、日本の友好クラブからの来

って館（空き家を利用して住民の集う場）』の開所式を、社会

訪者歓迎懇親会出席。田中会長、門前幹事、脇本 50 周年委員長

奉仕委員会が担当しました。

はじめとして、我が西ＲＣ50 周年に参加して下さるように、参

ゲストスピーチには、高山青年会議所の方々に来て頂き卓話
をいただきました。

加全会員でご案内して来ました。2 日目は玉蘭荘訪問および記念
式典へ参加し、計画通り役目を果たして来ました。高山出発朝 4

ソフトミニバレー大会は、62 回大会、63 回大会、そして協会
30 周年大会に出場・後援しました。

時、2 泊 3 日で奥様方の買い物の時間も十分に取れずに申し訳あ
りませんでした。会員皆様のご協力に感謝申し上げると共に、
参加者全員が役目を果たして来ました事ご報告させていただき
ます。

青少年育成委員長代理
ロータリー財団委員長

中島 弘人

伊藤 松寿

皆さん、こんにちは。青少
年委員会の発表をさせて頂き

財団箱を第1 第2 例会に

ます。本来ならば、委員長、

回した結果、会員一人当た

または、副委員長による発表

り 100 ドルの拠出を達成

ですが、残念ながらお二人と

・年度後半、ベネファクター1 名と、ポールハリスフェロ－1 名

も退会されており、私が発表させて頂きます。

が出て、恒久基金および年次基金の RI 財団への寄付ということ

委員は、私の他、住田さんと休会中の東さんです。基本方針

になった

に沿って事業計画を進め、昨年 10 月 22 目に、「キャリア教育

・11 月 4 日、財団理解のための卓話を行った

を考える会」出前講座を、久々野中学にて、16 名の会員の皆様

・次年度から会員一人あたりの地区に対する寄付金を 150 ドル

の協力により行いました。生徒さんの受講態度も素晴らしく、
私達講師も非常に勉強となった良い機会でした。次年度も開催

以上とするため、前期 1 万円、後期 1 万円を会費納入時に特
別会費として徴集する

される予定ですので、多くの会員の皆様の参加をお願いします。
次に、今年３月に、「義務教育課程９ヵ年皆出席表彰」として、
市内 12 校内、８校４６名の方を表彰致しました。人数が多かっ
たことから予算２０万円でしたが、３４万円程掛かっておりま

米山奨学委員長
井辺 一章

すのでご了承下さい。その際、ゲストスピーチとして、校長会

副委員長 ：野戸 守、委員

の代表をお招きしてスピーチを頂きました。

新田敬義 。基本方針：米山

皆様のご協力を頂き、無事、計画を終えることが出来ました、
ありがとうございました。

奨学事業について会員の理解
を求める。米山奨学会に対す
る支援に協力する。
本年は私の弟、２番目、３番目の話を聞いていただきました。
水に関する話が多く、最も関心時であると思われます。日本の
水は、ほとんど海外へ出て、残るところ 3％と聞きました。これ
からは、もっと大事にしたいと考えます。

ロータリーに輝きを

例会報告
会長幹事退任挨拶

会長
幹事

門前 庄次郎

田中 武

本日で会長の時間は最終回になりました。一年間ご協力有難

本日最後の例会になりますが、皆様のご協力により、無事に

うございました。

やって来られたことに感謝いたします。振り返ると長かったよ

今この場で一年前を振り返ってみますと、7 月がロータリーの

うな気もしますし、あっと言う間に終わってしまった様な気も

新年度でその前にしなければならないこととは何かと考え、先

します。幹事の役割を考えますと、会長を補佐し、例会も含め

ずロータリーとは何かと聞かれても最低曲りなりにでも答える

クラブ運営がスムーズに行く様努める。と言う事だと思ってい

事が出来る様にと、ロータリーのいろはを覚えることが先ず第

ますが、言うは易し行うは難しと言う事で、なかなか十分な事
は出来なかった様に思っています。ただ其々の委員会が委員長
さんを中心として、予定の活動をしっかりやって頂いた事によ
りこうして無事年度末を迎えられたと感謝しております。

一、3 月からＰＥＴＳの講習から始まり、新年度になる前に 10
数回講習等に進んで参加しました。又その他では福祉協議会や
高山市加盟団体の総会及び会議。地区協議会、インターアクト、
ロータリー財団セミナー等です。
そして RI 会長のゲイリーC.K、
ホアン氏の『ロータリーに輝きを』そしてガバナーの石垣智康

今年度の事業の中で、思い出深かったものとして台北訪問が

氏の『耳を傾け、ロータリーに活力を』を参考にさせて頂き、

ございます。観光し、飲んで食べて笑って皆さんが笑顔で無事

私も任期中は心に残るような、一年のテーマーを決めなければ

帰って来られた事は良かったと思っています。また台北東海Ｒ

と、クラブ活動計画書にタイトルを『ロータリーにスキルと情

Ｃさんの 20 周年式典は素晴らしく、熱烈な歓迎をして頂いた事

熱を持って地域社会に変化を』こんなことを考えながら発信し

も感謝をしています。

ました。

ただ今年度は、事情はそれぞれお有りの事だと思いますが、
退会者が多く残念でございました。新しい会員を増やして行く
事はもちろん大切な事ですが、それ以上に今在籍する会員が、
ロータリーの楽しさを感じ、会員の輪があって、会員である意
義を今まで以上に感じられる西クラブなる事が大切なのかなと、
反省を込めて感じています。私もそんな事を大切にしながら、
今後当クラブに関わって行きたいと思っています。

先ず始めに前会長からの引継ぎ事業で、9 月に、地域のコミニ
ュテイーの再生及び創生を目指す「未来の夢計画～『よって館
★しもちょう』」の事業を行い、順調な滑り出しになるぞと思
いしや、この時期に私ごとでしたが病気で入院し皆さんには大
変迷惑をかけました。その後に、10 月には出前講座で久々野中
学校へ行き、大変な好評を得ました。今年の 4 月末には、友好
クラブの台北東海への訪問、沢山の方に参加して頂きました。
その他諸々の事業、大変といえば大変、面白かったとおもえ

最後になりますが、今年度田中会長の下で色んな勉強をさせ

ば面白かった、普通では出来ない経験をさせて頂き凄く勉強に

て頂いた事に感謝を致します。そして会員の皆様にも一年間お

なりました。これもひとえに委員長さん始め委員さんそして会

世話になり有難うございました。お礼を申し上げ、最後の挨拶

員の皆さんのご協力が有ったからこそ出来た訳で御座います。

とさせて頂きます。

心より感謝致します。
又課題としては、私の経験不足か知識不足とは思いますが、
先日のクラブアツセンブリーで SAA さんから無断欠席が多かっ
た事、ロータリー情報委員さんからは新人教育ばかりでなく中
堅のローターリーアンもロータリーの本質が分かっていないと
指摘も有りました。私も聞いていて頭が痛かったです。それと
気になったことでは、ドアーチェックも時間に居なかった場合
も有りこれも感じました。人様から無料で借りているという意
識をもっと持って欲しかったです。全てロータリーの基本中の
基本ですので、この事も頭に入れておいて頂きたいと思います。

ロータリーに輝きを

例会報告
私が本日この場で最終例会報告を曲りなりにさせて頂いてい
ますのも、幹事経験無しで当初から会長ということは中々出来
るものではと思い心配しましたが、門前幹事及び事務局の中澤
さんのお力添えが有ったからこそ出来たと思います。又来期は
最強のコンビ、古橋会長、遠藤幹事さん。宜しくお願い致しま
す。最後に会員の皆様のご協力に感謝申し上げて退任の挨拶と
させて頂きます。

＜ニコニコボックス＞
●田中 武さん、門前 庄次郎さん
本日 2014～2015 年度最後の例会となります。この一年間色んな
事があり、振り返ると長かったようでもあり、あっという間に
過ぎ去った様でもあり、少し複雑な心境でございます。会員の
皆様には暖かい心で理解と協力を賜り、この一年間応援をして
頂きました。こうして無事年度末を迎えられた事に感謝申し上
げます。有難うございました。
●岡田 贊三さん
田中会長ご苦労様でした。例会を和やかにして、とてもあなた
らしい会長でした。ありがとう。
●挟土 貞吉さん
田中・門前丸の無事帰港おめでとうございます。ご苦労さまで
した。田中会長の建築に関する卓話 1 年間、興味深く聞かせて
いただきました。なお門前庄次郎名幹事にも心より労いの拍手
を送ります。御二人とも何事も｢段取り八部｣にあって 50 周年へ
の取り組みご苦労さんでした。次年度も 10 月 4 日式典まで引き
続き、いやより一層の協力取りまとめ役、期待しています。
●脇本 敏雄さん
田中会長・門前幹事ご両人の、カーナビ付のような迷いのない 1
年間のクラブ運営に対し敬意を表します。ご苦労さまでした。
50 周年記念実行委員会に関しても、何かと支援していただき感
謝しています。しかし本番の記念行事を後３ヶ月余り先に控え
ています。これからも協力を宜しくお願いいたします。
●小森 丈一さん、内田 幸洋さん
田中会長、門前幹事様、一年間ご苦労様でした。終わり良けれ
ばすべて良し。あと１０日気が抜けませんね。
●平 義孝さん
今年度も本日が最終例会。田中会長門前幹事、一年間ご苦労様
でした。
●鍋島 勝雄さん
いよいよ田中門前丸の着岸、良く頑張りましたね。心よりお祝
い申し上げます。
●古橋 直彦さん
田中会長、門前幹事１年間本当に御苦労さまでした。特に田中
会長は入院された時期もあり｢嬉しくもあり寂しくもあり｣の心
境ではないかと推察いたします。
●遠藤 隆浩さん
田中会長、門前幹事様、１年間本当にありがとうございました。
お陰様で楽しい一年を過ごさせていただきました。来期もよろ
しくお願いします。
●野戸 守さん
久しぶりに出席しました。田中会長門前幹事さん、一年間ご苦
労様でした。

●山本 善一郎さん､田近 毅さん､新田 敬義さん､山下 明さん､
米澤 久二さん､垣内 秀文さん､田中 正躬さん
田中会長、門前幹事、お疲れ様でした。任期が終わり心残りで
寂しいことでしょう。１年間大変お世話になりありがとうござ
いました。
●井辺 一章さん､中島 弘人さん､黒木 正人さん
田中・門前丸、１年間大変お疲れ様でした。無事到着の様です
ね。おめでとうございます。
●塚本 直人さん
今年度の最終例会となりました。田中会長・門前幹事には１年
間お世話になりました。
出前講座や台北 20 周年に関する行事や、
沢山の想い出ができた１年でした。ありがとうございました。
●斎藤 章さん
①田中・門前丸、一年間本当にご苦労様でした。無事の着岸を
祝って。
②ＳＡＡの長としての 1 年間も終わります。1 年間ありがとうご
ざいました。
③明日、不肖の次男坊が結婚します。4 人の内 2 人が親離れです。
幸せな人生を祈って、また感謝を込めて。
●鴻野 幸泰さん
本日、社会奉仕委員会の事業報告をさせていただきます。１年
間会員の皆様方の御理解・御協力誠にありがとうございました。
●井上 正さん
遅くなりましたが誕生日にお祝いの品を頂きありがとうござい
ました。最近良く食べ少し体重が気になっておりましたので是
非使わせていただきます。本日今年度最終日という事で、田中
会長、門前幹事、鴻野委員長はじめ皆様に大変お世話になりあ
りがとうございました。今年度はよって館しもちょうの完成、
30 周年ソフトミニバレーボール大会の開催と、心に残る 1 年と
なりました。来年度親睦委員長として、若輩者ですが取り組ま
せていただきますのでどうぞ宜しくお願いします。
●下屋 勝比古さん
会長幹事様、お疲れ様でした。新年度ＭＡＲＳの韓国へ行きま
すので欠席します。７月からもお願いします。
●黒木 正人さん
6 月 12 日は名古屋出張につき、お休みをいただきました。同日
は妻の誕生日でもあり、数ヶ月振りに岐阜の家に泊まる事が出
来ました。ロータリークラブから花束が届いて、いつにないサ
プライズだったようで、ロータリークラブ入会が夫婦の絆の再
構築になっている事に感謝です。今日は 3 時からひだしんの総
代会です。この 1 年のひだしんの取り組みを総括して、今年度
も地域のために頑張ります。
●中島 弘人さん
6 月 6 日に長女の結婚式を無事終える事が出来ました。嬉しくも
あり寂しくもありで先週ニコニコを忘れましたので。
●阪下 六代さん、向井 公規さん
ニコニコボックスに対し絶大なるご支援、ご協力を賜りました
ことにつき厚く御礼を申し上げます。皆様、良い次年度をお迎
え下さい。

ロータリーに輝きを

