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＜会長の時間＞
世界的に権威のある旅行ガイド
ブック「ミシュラン・グリーンガ
イド・ジャポン」の改訂第 4 版が 6
月に発行され「飛騨高山美術館」
が最高評価の「三ツ星」を獲得し
ました。2009 年の初版からおおむね 2 年ごとに改訂がなされ、今
回の獲得は初版から 4 回連続での「三ツ星」で、民間施設としては
県内唯一とのことです。三ツ星の基準は「わざわざ訪れる価値のあ
る場所」との事。
「スタッフの心のこもったおもてなしが評価につ
ながった」と向井館長が喜びを語っておられました。西ロータリー
クラブからも心からお祝いを申し上げます。
さて、
「おもてなし」と言えば、昨今議論の的となっています新
国立競技場をメインスタジアムとして、2020 年（H32 年）開催され
る予定の、第 32 回夏期オリンピックまで今月 7 月 24 日であと 5 年
となります。2 年前の 9 月アルゼンチンのブエノスアイレスで行わ
れたＩＯＣ総会で、トルコのイスタンブール、スペインのマドリー
ドを抑え、東京が選出された事はまだ記憶に新しく、2008 年通称
「鳥の巣」をメインスタジアムとして開催された北京オリンピック、
2012 年にはロンドンで、来年の 2016 年にはリオデジャネイロ、そ
して 2020 年東京と、アジアでは北京以来 12 年ぶり、また東京での
開催は実に 56 年ぶり、アジアでは初の同一都市での複数回開催と
なります。オリンピック招致にむけて 今回東京は日本政府関係者、
ＪＯＣ、各競技団体、大臣まで大量動員して積極的なロビー活動が
なされました。最終プレゼンでは安倍首相、皇室からは憲仁親王妃
久子さまが参加してスピーチされました。日本の皇族がＩＯＣ総会
に出席されたのは初めてでした。
さて、51 年前の 1964 年（Ｓ39）にも東京でオリンピックが開催
されています。秋雨前線が去った後の、東京の晴れの特異日 10 月
10 日、国立競技場で開会式が開催されオリンピックファンファー
レが鳴り響いた情景を、今でもはっきりと覚えています。今回のオ
リンピックも秋晴れのもと開催されるものと思っていました、が日
程は 7 月 24 日～8 月 9 日と発表されました。この時期東京はゲリ
ラ豪雨や 35 度を超える酷暑・・熱中症で倒れる人が続出するくら
いの熱さです。選手だけはなく観客の健康にも悪影響を及ぼす時期
です。
なぜこの時期の開催なのでしょうか？サッカーＦＩＦＡワール
ドカップ同様、いまやオリンピックは金が稼げるイベントです。
1984 年ロサンゼルス五輪の頃からオリンピックは商業化し、アメ
リカＮＢＣを筆頭に、巨額の放映権を出してくれるＴＶ局の意向を
無視出来ない様になりました。それにより、アメフトやアイスホッ
ケーなど、アメリカのメジャースポーツの開催時期を避けた、サマ
ーインターバル中が開催時期となってきました。来年の開催地リオ
デジャネイロも 8 月 5 日に開催されます。

古橋 直彦
遠藤 隆浩
塚本 直人

梅雨明けの予感

蜘手 康介

いまの状況ではこの時期しか無いのかもしれません。
大会を招致するに当り東京は「都市の中で開催するコンパクトな
大会」を掲げたことは「少ない投資で大きな収入を」とのＩＯＣの
思いと一致したことも選出された要因の１つと思われますが、最近
の情報では少ない投資かは疑問ですが・・・。また、東京はトルコ
やスペインよりスポンサーとなってくれる大企業が多いからとも
いわれています。
ただ、テレビ桟敷で観戦するは我々としては、純粋に世界のトッ
プの走りなり演技をまじかで見たいし、また、筋書きのないドラマ
を期待している訳です。開会式の 7 月 24 日は日本の子供たちは夏
休みに入っていて、オリンピック観戦も出来ますし、閉会式は 8 月
9 日に予定されていていますのでお盆の混雑もかろうじて避けられ
そうです。

＜幹事報告＞
◎高山中央ロータリークラブより
・7/15 中山中出前講座における
講師協力依頼の取り下げについて
◎高山あすなろ会より
・第 40 回飛騨児童・生徒木工
工作コンクールご協賛・ご後援・賞状名義使用のお願い
日時
9 月 11 日(金)～13 日(日)
会場
市民文化会館 ３階 講堂
◎ロータリーの友事務所より
・
「ロータリーの友」電子版のご案内
「ロータリーの友」ホームページ www.rotary-no-tomo.jp から
｢ロータリーの友｣電子版へ
◎ロータリー囲碁同好会より
・
『第 14 回ロータリー全国囲碁大会』開催のお知らせ
日 時
10 月 3 日(土) 10:00 開会式 16:00 表彰式
会 場
日本棋院会館
(東京・市ヶ谷)１Ｆ対局場
主 催
ロータリー囲碁同好会日本支部
共 催
第 2580、2750両地区 ホスト 東京ロータリークラブ
登録料
7,000 円（昼食代、賞品等含む）
＜例会変更＞
高山中央 … 7月20日（月） は、法定休日（海の日） のため、休会
8月 3日（月） は、納涼例会のため
1日（土） 18：30～ ひだホテルプラザに変更
8月10日（月） は、
「飛騨組子作り」体験教室のため
8日（土）12：30～ 高山工業高校 に 変更
8月24日（月） は、創立25周年記念事業「カタリバ」のため
23日（日）12：30～高山市民文化会館 会議室 に 変更
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●田近 毅さん
会長幹事ご苦労さんゴルフコンペで優勝しました。
区分
出席
出席者数
会員数
出席率
Make-Up
●蜘手 康介さん
7/5 の会長幹事慰労コンペに参加された皆さん、お疲れ様でした。
前々回
休会
のため
補正
ありま
せん
一緒にラウンドさせていただきました脇本さんは｢全然ラウン
本日
36 名
－
36 名
45 名
80.00％
ドしてない!!｣とおっしゃりながらパワフルに素晴らしいゴル
フを見せていただきました。ぜひ来月からは月例に現役復帰し
ていただいて、今年の５クラブゴルフのゴルフコンペには、打
倒高山ライオンズで皆さんで一緒に頑張りたいと思います。そ
＜本日のプログラム＞
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して１ラウンドで２ラウンドされた杉山さん、これに懲りずに
また楽しいラウンドよろしくお願い致します。
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん
新旧会長幹事慰労激励会に多数の皆様ご参加ありがとうござい
ました。これで前年度よりの親睦委員のお仕事が完全に終了い
たしました。少し寂しい気持ちもありますが、今年度は井上委
員長をはじめとし、素晴らしい委員会活動をして頂けると信じ
ております。
●井上 正さん
5 日の新旧会長幹事慰労激励会、大変御苦労様でした。締めのご
2014-15 年度会計 内田 幸洋
2015-16 年度会計 鍋島 勝雄
前期は台北東海ＲＣ訪問のため、年度途中で理事会の承認をいただ 挨拶という大役を務めさせていただき、改めてこの 1 年頑張っ
て参る思いをいたした次第です。また今日は長女理菜の 16 歳の
き特別会計より本会計へ繰入を行いました。
今期 50 周年記念事業および友好クラブ歓迎例会で特別会計の取り 誕生日です。お陰様で元気に高校にも通い、友だちと演劇や表
崩しを予定しております。皆様のご理解を宜しくお願いします。 現活動に取り組むと意気込んでいます。五体満足で頑張ってく
れる事を祈っています。
●鴻野 幸泰さん
先日、昨年度ニコニコ年間賞を頂き誠にありがとうございまし
た。明日、姪の結婚式がひだホテルであり披露宴でめでたを出
さなければなりません。古川めでたをお願いしますと言われ、
脇本さんどうしましょう？
●中島 弘人さん
昨年度のニコニコ年間賞を頂きありがとうございました。今年
Ｒ財団委員長 山下 明
50 周年記念実行委員長 脇本 敏雄 も前向きにニコニコしていきたいと思います。
地区財団より会員一人当たり年間 150 ドルの送金要請を受け、 ●平 義孝さん
今期より特別会費を設けさせていただきました。ご理解ご協力を 先週の例会にて 30 年の在籍と 7 月の誕生日のお祝いに血圧計を
いただきましてありがとうございます。家族で使用させていた
お願い致します。
50 周年記念事業ではチケット販売等で会員皆様にご面倒をおか だきます。今日も健康に感謝してニコニコへ。
●門前 庄次郎さん
けいたしますがご協力をお願いいたします。
今週まちづくり協議会の記事を新聞に載せていただきました。
ここの所チョコチョコ出して頂いておりますが、ニコニコに一
＜ニコニコボックス＞
度も投函しておりませんので。｢写真写りが悪くて｣と言い訳し
ますと「見たまんまや」と言われますのでガッカリしています。
●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん
●田中 晶洋さん
会長幹事慰労激励会には多くの方に出席いただき感謝申し上げ
先日夜中に腰の鈍痛でいてもたってもいられなくなり、久美愛
ます。特に今年入会の田邊さん、黒木さん、杉山さん、進んで
病院に救急受診した所、尿管結石との事。
「薬を飲んで出てくる
親睦活動に参加いただきありがとうございました。
まで待ちましょう」と言われましたが、痛くて仕事にならない
●田中 武さん
ので紹介状を書いてもらい、富山の泌尿器専門病院で超音波に
7 月 5 日（日）の会長幹事慰労激励ゴルフコンペ及び懇親会に沢
よる 1 泊 2 日の破砕手術を受けてきました。今週火曜日の受
山参加頂きまして有難うございました。何よりも、予報は雨で
診で綺麗さっぱり無くなっている事を確認し、卒業とのお墨付
したが好天に恵まれて良かったです。そういえば 5 月 24 日の新
きを貰いました。健康であることのありがたさを噛み締めまし
緑例会で乗鞍散策も好天に恵まれました。どうしてでしょう
た。
か？それは西クラブの会員全員の心がけが良いからです。古橋
●脇本 敏雄さん
会長の所信表明の中にも「ロータリーを楽しもう!!ロータリー
古橋会長・遠藤幹事の出航おめでとうございます。1 年間のご健
三昧しよう!!」これです!!今年度が楽しみです。期待します。
闘をお祈りいたします。今年度の一大行事であります創立 50 周
ゴルフコンぺですがＢＢをいただき、ＮＰも二つとも頂き、更
年の記念行事も残す所あと 3 ヶ月余りに迫っています。いよい
に、優勝が同期の田近さん、同じく準優勝が同期の脇本さんで、
よ今日は記念事業のチラシ・ポスター・チケットをお渡しする
馬が独り勝ち。全て私を取り巻く環境がそうさせたんでしょう、
事になりました。皆様には何かとご厄介になると思いますが、
と自負しています。私はゴルフが上手いのか下手なのか分かり
絶大なるご協力を宜しくお願いします。
ませんが、はっきり言って下手くそです。今後とも宜しくお願
いいたします。

＜出席報告＞
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