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例会

平成 27 年 7 月 3 日

お祝い・役員挨拶

例会報告
第２６３０地区
●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

高山西ロータリークラブ

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
●幹 事
●会報委員長

古橋 直彦
遠藤 隆浩
塚本 直人

選考日
選考内容

＜バッヂの交換＞

＜会長の時間＞
本日の会長の時間は、後ほどの挨拶に替えさせていただきます。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・7 月のロータリーレートについて
１ドル 124円（現行118円）
◎地区月信担当幹事より
・ガバナー月新７月号 訂正とお詫び
◎ガバナー、地区国際奉仕部門委員長より
・WCS 補助金申請・受付のご案内
受付締切
第１次
７月２６日（金）
第２次 １２月３０日（金）
交付決定
９月末及び２月末にそれぞれ交付予定
対象事業
発展途上国の飢餓、貧困、疾病、教育、環境等の改善
向上に手を差し伸べる国際奉仕、社会奉仕活動
◎ガバナーより
・国際青少年交換 2016-2017 夏期派遣学生募集案内
派遣先
アメリカ、フランス、スウェーデン、オーストラリア、
ノルウェー、韓国等
資
格
ロータリークラブの推薦する男女高校生(願書
提出時在学中で中学 3 年生、高校 1 年生･2 年生
の者)で、学業成績は平均以上、なるべくクラス
の上位 3 分の 1 以内の者、日本国籍を有する者
期
間
２０１６年８月より 1 年間
費
用
往復航空運賃一切 … 本人(父兄)負担
疾病傷害保険料
… 本人(父兄)負担
(地区にて決めた最低保険額に加入して頂きます)
ユニフォーム
… 本人(父兄)負担
(地区指定ブレザー)
出国･入国に関わる諸費用 … 本人(父兄)負担
受入地における費用
学費(教科書･授業料等
学校に要する費用)及び若干のお小遣いは、受
入ロータリークラブより支給されます。食事
及び宿泊は、引受家庭において家族の一員と
して待遇されます。

梅雨明けの予感

蜘手 康介

９月２３日(水・祝) ホテルグランヴェール岐山
小論文、英語筆記試験、一般常識試験、面接、その他
＊学校長推薦書、学業成績証明書、作文、筆記
試験(英語及び一般常識) 、面接(簡単な英会話
を含む)その他を総合的に判断し、選考する。
１０月上旬 推薦クラブ会長宛に通知する
９月４(金)必着

内定通知
回答期限
◎ガバナーより
・第2630地区2015-2016ガバナー事務所、地区大会事務所開設のご案内
〒513-0809 鈴鹿市西条４－２０ ギャラリーオカトモ１０２
TEL ０５９－３８１－２６３０ FAX ０５９－３８１－２６３１
E-Mail
1516@rid2630.org
1516taikai@rid2630.org
◎ガバナーエレクト事務所より
・第 2630 地区 2015-2016 ガバナーエレクト事務所開設のご案内
〒506-0011 高山市本町1-2 飛騨信用組合本町サテライト出張所3F
TEL ０５７７－３３－２６３０ FAX ０５７７－３３－２６３５
E-Mail 1617@rid2630.org
執務時間
10:00～16:00
◎前ガバナーより
・2014～2015 年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
８月末日まで直前ガバナー事務所として稼働
◎日韓親善委員会委員長・元ＲＩ理事 渡辺 好正 様より
・第１３回日韓親善会議開催のご案内
日 時
９月４(金) オープニング１３：００～
場 所
グランドプリンス新高輪 「飛天の間」
登録料
15,000 円
7月17日(金) までにガバナー事務所へ
＜例会変更＞
高
山 … 7月30日(木) は、定款第６条第１節により休会
8 月 6 日(木) は、納涼ゆかた例会のため
8 日(土) 18：30～ 恵の久 に変更
＜受贈誌＞
ＲＩ日本事務局（財団室 NEWS、寄付・認証ロータリークラブ
の手引き 2015-2016 年度版）
、2014-2015 ガバナー（会員基盤・増
強維持研修セミナー報告書、次期会員増強研修セミナー報告書）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

36 名

8名

44 名

45 名

97.78％

本日

36 名

－

36 名

45 名

80.00％
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＜本日のプログラム＞

今月のお祝
金額１位
鴻野 幸泰さん

回数上位４名

◎会員誕生日
小森 丈一
７．２０、
平
義孝
７． ２
田近
毅
７．２６
阪下 六代
７．１１
門前庄次郎
７．２２
大村 貴之
７．２６
（当日欠席）
岡田 贊三
７．２５
田中 正躬
７．２８
◎夫人誕生日 (当日、ご自宅に花束をお届け)
脇本 敏雄
光子さん
７．２１
◎結婚記念日
なし
◎出席表彰
斎藤
章
２５年
脇本 敏雄
２４年
古橋 直彦
２年

垣内 秀文さん

挾土 貞吉さん

古橋 直彦さん

中島 弘人さん（当日欠席）
ニコニコへのご協力ありがとうございました。

新会員あいさつ
杉山 和宏さん
高山電材（株）
代表取締役
筆頭推薦者 :
大村貴之

役員あいさつ
◎在籍周年記念表彰
平

義孝

３０年
（当日欠席）
岡田 贊三 ３５年
◎３ヶ月表彰
新井 典仁、
鴻野 幸泰、
下屋勝比古、
田中 晶洋、
古橋 直彦、
脇本 敏雄

会長エレクト
井辺 一章
2015 年７月より会長エレク
トを拝命致しました。会長の一
年間をじっくり見て勉強したい
と思います。宜しくお願いいた
します。
副幹事

内田
小森
住田
垂井
向井

幸洋、
丈一、
泰典、
政機、
公規、

折茂 謙一、
斎藤
章、
田近
毅、
新田 敬義、
門前庄次郎、

前年度ニコニコ委員長
阪下 六代
前年度ニコニコ賞は、投函金額
上位 1 名、および投函回数上位４
名の会員を表彰させて頂きます。
尚、実際の上位となる前年度の田中会長、門前幹事および退会
に際し高額をいただきました垣内久男さんは賞の対象外とさせ
ていただきましたのでご承知置き下さい。

本年度、副幹事を務めさせ
ていただきます堺です。
１年間、古橋会長と遠藤幹
事の仕事ぶりを参考にさせて
いただき、来年に備えようと
思います。
よろしくお願いいたします。

垣内 秀文、
阪下 六代、
田邊
淳、
挾土 貞吉、
山本善一郎、

◎昨年度ニコニコボックス年間表彰

堺 和信

副会長

門前 庄次郎

今年度副会長をやらせて頂
きます、門前です。副幹事、
幹事そして副会長と三年続け
て重要な役をやらせて頂きま
すが、それぞれに役割も違う
ので、
毎年緊張しております。
副会長は会長が不在の時、代行をする事が主な役割だと思い
ますが、もう一つクラブ奉仕委員長として、会務委員会の活動
を支えると言う大切な仕事が有ります。クラブ内の運営に大切
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な委員会の集まりですから、連携を取りながらやって行く事が
必要だと思いますので、その橋渡し役を、自分なりに勢一杯や
って行きたいと思っています。一年間宜しくお願いします。
幹事

遠藤 隆浩

今期、幹事に就任しまし
た遠藤です。当クラブに入会
させていただきまして十何年
になります。入会当時は今よ
り年配の方が多く続けていけ
るかどうか不安でしたが、皆
様の御気づかいの御かげで何
とか今にいたります。ありがとうございます。
今年一年、古橋会長を支え頑張りたいと思います。また今年
は 50 周年記念行事が行われる年でもあります。私も 51 歳にな
りました。成功するように尽力したいです。

会長

古橋 直彦

高山西ロータリークラブは歴代の会長並びに会員皆様の並々
ならぬ努力により今年度創立 50 周年を迎える事となりました。
このような節目の年に第 51 代（2015～2016）会長に就任させて
頂く事になりました。光栄と責任の重さを痛感しております。
今年度にＲＩ会長はスリラン・カコロンボロータリクラブ所
属のラビンドラン氏です。そして掲げた国際ロータリーテーマ
はＢｅ ａ ｇｉｆｔ ｔｏ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ～世界への
プレゼントになろう～です。
また、2630 地区岡田ガバナーの「地区活動方針テーマ」は『過
去、現在・今、行動するロータリアン』です。具体的には①会
員増強と維持②財団寄付の推進等があげられています。
国際ロータリーテーマや地区活動方針テーマについては今月
洲岬ガバナー補佐がお見えになった時に詳しく話されますので
今日は西クラブの今年度のクラブテーマとそれに沿った活動方
針を話します。
テーマは「ロータリーを楽しもう」です。楽しく明るいクラ
ブ運営に務めてまいる所存です。
次に個々の事案についてです。
「創立５０周年」
まずは 10 月に差し迫った高山西ロータリークラブ創立 50 周
年記念事業、記念式典、祝賀会を盛大かつ成功裏に終わらせる
ことに全力を尽くす所存です。ここ 50 年間に在籍された先人の
苦労をしのび、ロータリークラブの存在価値を考えながら、活
動をさらに発展させていく事をお約束し、ロータリー活動に全
力で邁進していく所存です。

「会員増強と維持」
これからの我がクラブの将来を担っていく若い力を増やして
いきたいと思います。会員全員が゛ダンボの耳゛の様にアンテ
ナを広く張り、候補者には当クラブのあらゆる年代の会員が協
力して積極的に声を掛けて行きたいと思います。職業分類・選
考委員会から三重丸を頂ける会員獲得に全員で携わって頂きた
くお願い致します。また、新しく入会された会員をみんなでフ
ォローするとともに、会員がクラブ行事へ積極的参加してもら
える様な、また参加して良かったと思われる様な例会の設営を
心掛けます。
「親睦活動」
現在当クラブの会員構成は在籍年数が 30 年近い会員の方が約
3 分の 1、入会 4 年未満の若い会員が 3 分の 1 というのが現状で
す。二極化とまではなっていませんがベテランも新人も楽しく
充実した活動を行う為に親睦委員会の果たす役割が非常に重要
となります。なるべく多くのメンバーがふれ合えるように工夫
した例会を持ちたいと思います。
「創立 100 周年を目指して」
今年度は 100 周年を目指すスタートの年ともなります。高山
市における第１号のロータリーとして高山ロータリークラブが
発足したのが 60 年前、その高山ロータリークラブをスポンサー
クラブに西ロータリークラブが誕生して 50 年経過しました。半
世紀以上の間にロータリーも大きく変わりました。1 業種１人と
いう地位にあって、地域社会で特別のステータスをもった会員
になる事が名誉であつた頃と異なり時代とともに誰でもが入り
やすい組織になりました。逆に言うと候補者が入会したいクラ
ブを選択できる時代に変わって来たと思います。
それでは、目的や活動方針の違いはあれ、ライオンズクラブ
も含めた高山の 5 クラブのなかで選ばれるクラブとなるには何
が必要で、会員はどうあるべきか。もう一度会員全員が初心に
返りロータリーと向き合いましょう。西クラブの会員は例会を
楽しんでいるようだ、１人ひとりがロータリー活動に誇りを持
ち、積極的に活動を行っていると言われる様会員全員のご協力
を心よりお願い申し上げます。
ロータリーを楽しもう！
ロータリー三昧しよう！

＜ニコニコボックス＞
●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん
①2015-2016 年度がスタートします。会長、幹事共々精一杯努め
させていただきます。会員皆様の協力宜しくお願い致します。
②杉山和宏さん、ようこそ西クラブへ。首を長くしてお待ちし
ていました。
●井辺 一章さん
本日より会長エレクトを務める事になりました。よろしくお願
い致します。
●堺 和信さん
１年間副幹事を務めさせていただきます。宜しくお願いします。
●門前 庄次郎さん
古橋会長、遠藤幹事、出航おめでとうございます。順風満帆の
航海をお祈りいたします。私も副会長として隅っこで協力させ
ていただきますのでよろしくお願いいします。
●田中 武さん
古橋会長さん遠藤幹事さん、本日いよいよ船出です。この一年
間頑張って下さい。また 50 周年記念行事もあり大変だと思いま
すが舵取りを宜しくお願い致します。門前副会長さん引き続き
大変でしょうが頑張って下さい。微力ですが何かあれば応援さ
せていただきますので。
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●山下 明さん
古橋会長・遠藤幹事さんの船出を祝して。一年間大変でしょう
けど頑張って下さい。
●杉山 和宏さん
７月より入会させていただきました。よろしくお願い致します。
田中・門前丸の出港、一年間ご苦労様です。期待しています。
●山本 善一郎さん、野戸 守さん、平 義孝さん、田近 毅さん、
内田 幸洋さん、垂井 政機さん、垣内 秀文さん、蜘手 康介さん
①古橋・遠藤丸、出航おめでとうございます。無事の帰港を願
っています。
②杉山和宏さんご入会ありがとうございます。
●挟土 貞吉さん
①今日は我がクラブ「創立 50 周年」の御旗を立て、古橋・遠藤
丸の船出です。全員で記念事業に汗をかき「五耀会」を成功
させ、クラブ活動に協力を
②７月は法務省主催による社会を明るくする運動月間です。｢愛
の 一声｣で犯罪や非行を防ぎ、安全で安心な地域社会を築き
ましょう。
③杉山和宏さんの入会、心より歓迎申し上げます。
●新田 敬義さん､脇本 敏雄さん､鍋島 勝雄さん､阪下 六代さん､
堺 和信さん､大村 貴之さん、山下 直哉さん
杉山和宏さんの御入会を熱烈歓迎するとともに、ご活躍を期待
しています。
●小森 丈一さん
①記念すべき新年度がスタートしましたね、古橋会長、遠藤幹
事には健康に留意され、思い出深い年度となる事を期待して
います。
②誕生祝いを頂きありがとうございます。前もって御礼申し上
げます。
●斎藤 章さん
①古・遠藤丸の出航を祝って。一年間ご苦労様です。
②本日２年連続出席の表彰をして頂きます。25 年連続して出席
出来た事に感謝して。
●鴻野 幸泰さん
祝!!古橋・遠藤丸の出港!!本年度は職業奉仕委員長を務めさせ
ていただきます。会員の皆様どうかよろしくお願いします。
●井上 正さん
古橋会長、遠藤幹事、一年間お世話になりますが宜しくお願い
申し上げます。そして杉山和宏さんの御入会、誠におめでとう
ございます。杉山さんとはＪＣで長く共に活動した仲間でもあ
り、とても嬉しく思います。これからも共に楽しみましょう。
また、先日は親睦委員会立ち上げの会に会長幹事はじめ委員の
皆様、そして杉山さんも参加いただきありがとうごいました。
既に新年家族例会の余興まで決まり、ありがたく思っています。
１年間どうぞよろしくお願いします。宜しくお願いします。
●田邊 淳さん
いよいよ新年度です。当クラブも新たな体制となり、微力なが
ら自身もご協力し、より一層良いクラブにしたいと思います。
今年もよろしくお願いします
●中島 弘人さん
新年度のスタートおめでとうございます。第 1 回目から恐縮で
すが出張のため欠席させていただきます。古橋会長、支店へ挨
拶に来て頂きありがとうございました。
●塚本 直人さん
①今年度初めての例会を出張のため欠席いたします。古橋会長
遠藤幹事には１年間お世話になりますのでよろしくお願いた
します。会報委員長として仕事をします。そして今日からク
ラブの仲間となられた杉山さん、お互い子供たちはレスリン
グクラブで一緒ですが、お父さんともこれから同じクラブで
す。充実したクラブ活動をしましょう。宜しくお願いします。

②私ども保険タイムは定期的にセミナーを開催しております。
来週 7 月 9 日木曜日に｢最先端の白内障手術～多焦点眼内レン
ズ手術とは～｣というテーマで身近な先進医療のお話をして
いただきます。講師は名古屋アイクリニックの中村先生です。
ご興味がございましたら塚本までお声掛け下さい。
●田中 晶洋さん､米澤 久二さん､伊藤 松寿さん､新田 敬義さん､
菱川 正臣さん
古橋会長・遠藤幹事一年間よろしくお願い致します。楽しかっ
た事・悲しかった事・嬉しかった事・感動した事をロータリー
メンバーで共有していきたいと思います。ニコニコ委員会とし
て一年間宜しくお願い致します。

7 月 5 日(日)、毎年恒例となった旧会長幹事慰労・新会長幹事激励
のゴルフコンペが飛騨高山カントリークラブにて、表彰式・懇親会
が桃園にて行われました。

今年のコンペ優勝者 田近さん →
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←新旧会長幹事へ
の花束贈呈

