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＜会長の時間＞
8月7日納涼ゆかた例会には多く
の会員の皆様に参加頂きありがと
うございました。またゲームでは
大変盛り上がり楽しい時間を過ご
させて頂きました。親睦委員長さ
んはじめ委員の皆さんＳＡＡの皆さんありがとうございました。会
場が参集殿だった事もあり、後かたづけまでが仕事となってしまい
ましたがお疲れ様でした。
引き続き 10 月 3 日台北東海ＲＣとの合同例会も控えています。
その節は SAA、親睦そして国際奉仕の皆様にもお世話をお掛けしま
すが宜しくお願い致します。早速、反省会にて友好クラブ歓迎の企
画の詰めをしたいと思います。
さて、このバッジですが、襟ピンのほかブルーの裏当てがついて
います。
「新会員推薦者のための認証プロブラム」は新会員の勧誘
に貢献した会員を称えるために、国際ロータリー理事会が承認した
新しいプログラムです。これにより、2013 年 7 月 1 日以降にロー
タリーに入会した新会員の推薦者に、認証ピンと裏当てが贈呈され
ます。推薦人全てが対象とはなるのではなく筆頭推薦者 1 名のみと
なります。裏当てには、推薦した新会員の人数に応じて異なる色が
使用されています。新会員を 1 人推薦した正会員には、襟ピンのほ
かにブルーの裏当てが贈呈されます。推薦した新会員の数が増える
につれて、違う色の裏当てが贈られます。つまり、ロータリー会員
増強への貢献感謝の気持ちを伝える為贈られる物です。
認証レベルは、新会員１名ブルー、新会員２～３名ブロンズ、新
会員４～５名シルバー、新会員６名以上ゴールドとなっています。
因みに私は 1 月新会員として入会の田邊淳さんの筆頭推薦者とい
うことで 3 月にレブルブルーを頂きました。
2 月入会の黒木さんの筆頭推薦者は米澤さんです。半年近く経過
し、ようやく届きました。今年度入会の杉山さんの筆頭は大村さん
です。7 月入会から余り経っていませんが即着きました。会長就任
時から気になっていて事務局にも督促しましたが１ケ月経過しよ
うやく本日の例会でお渡しできました。おめでとうございました。
さて、今年の岡田ガバナーの地区活動方針テーマにも謳ってある
ように、デジタル化の推進とオンラインツールの利用があるように、
新会員推薦のための認証プログラムに参加するには
① ウェブサイトの MyRotary にログインし
② 高山西ロータリークラブのデータにその新会員を加える
③ 次にスポンサーの欄から推薦者の名前を探して入力
④ 推薦者のＥメールアドレスが記載されている事を確認する。
この様にプログラム参加後は、毎週、新たに判明した推薦者の名前、
その方の為の認証ピンがクラブ宛てに発送されます。私はエレクト
の時、必要から MyRotary に登録をしていましたのでたまたま最速
でバッジが届きました。

古橋 直彦
遠藤 隆浩
塚本 直人

波打ち際の攻防

蜘手 康介

今年度、西クラブは会員名簿の E メールアドレスを事務局がまと
めて MyRotary には一括登録致しておりません。理由は、登録後個
人のパソコンにロータリーからのメールが次から次と送られてき
ますし、返信を要するものも多く、パソコンに慣れない方にはメー
ル管理の煩わしさ？も生じるためです。今後、クラブ内での研究課
題です。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ会員表彰担当チームより
・新会員筆頭推薦者 レベル Blue 認証ピン
黒木さん筆頭推薦者
米澤 久二 氏
および杉山さん筆頭推薦者 大村 貴之 氏へ

◎濃飛グループガバナー補佐、IM実行委員長、高山ロータリークラブより
・濃飛分区 I.M.開催のご案内
日程・会場
10月12日（月・祝）ホテル高山アソシアリゾート
時
間
10：00 点鐘、
11：00 講演
パストガバナー 加賀 修
12：45 懇親会
15：00 終了
◎第３８回インターアクト年次大会会長、実行委員長より
・年次大会出席のお礼
◎米山梅吉記念館より
・秋季例祭のご案内および「賛助会員」
「100円募金運動」のお願い
例 祭 日 時
9 月 12 日(土) 14：00～
場
所
米山梅吉記念館ホール
賛助会員会員登録
一口 3,000 円にて一年間会員登録
◎高山市社会福祉協議会より
・平成 27 年度第 2 回評議員会の開催について(ご案内)
日
時
9 月 15 日(火)
午後 2：00 から
場
所
高山市総合福祉センター３階作業室
予定議案
平成 27 年度補正予算（第１号）について

世界へのプレゼントになろう

例会報告
＜例会変更＞
高
山 … 9月10日（木）は、高山３クラブ合同
ガバナー公式訪問のため
11 日（金）ひだホテルプラザ に 変更
高山中央 … 9 月 14 日（月）は、高山３クラブ合同
ガバナー公式訪問のため
11 日（金）ひだホテルプラザ に 変更
9月21日（月）は、法定休日（敬老の日）のため休会
＜受贈誌＞
米山記念奨学会(ハイライトよねやま 185)、財団法人米山梅吉
記念館(館報 Vo26)、美濃加茂ＲＣ（会報、活動計画書）
、可児
ＲＣ（活動計画書）
、名張中央ＲＣ（20 周年記念誌）
、岐阜県
環境生活部人権施策推進課長(人権だより No62)、一社高山市
文化協会（広報高山の文化）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

33 名

1名

34 名

45 名

75.56%

本日

36 名

－

36 名

45 名

80.00％

＜本日のプログラム＞ 社会奉仕委員会
社会奉仕副委員長
阪下 六代
向井公規社会奉仕委員長
が、急遽欠席のやむなきに至
り、副委員長の私に次のよう
なメッセージを託されました
ので、代読をさせていただき
ます。
本日は、社会奉仕・ヘルス委員会の担当例会でございます。
社会奉仕に関わっておられる方は、我クラブ内の方々でも多く
みえると思います。今回の卓話では、ゲストという形ではなく
、当クラブ内より卓話をいただきたく、本日は、門前庄次郎さ
んにお願いをさせていただきました。
門前さんは、「花里まちづくり協議会」の会長を務められて
おり、『人の顔がわかる、地区づくり』という基本方針のもと
、地区の皆さんの、話（語り合う）和（互いに和む）輪（つな
がりの輪を広げる）という、３つの“わ”を大切にされ、様々
なイベントや講習会で楽しんだり、懇談会でまちづくりミーテ
ィングを地区の皆さんと行なったり、豊かで活力のある地域を
めざされています。
本日は、その中での活動内容をご紹介いただけると思います
ので、よろしくお願いいたします。

花里まちづくり協議会長
門前 庄次郎 様
「花里まちづくり協議会」が発足して２年目になります。発
足した年は年度途中と言う事もあり、地区の皆さんと課題を掘
り起し、その解決に向けた方向性等を話し合う「懇談会」を開
くなど、少しずつ出来る事を行ってきました。そして今年度は
いよいよ本格的に事業をスタートさせて頂き、現在各部会で
様々な活動を行っております。
本日は花里まち協の活動への思いを話させて頂きます。資料
は箇条書きになりますが、添付致しますのでご覧頂きたいと思
います。
設立の経緯
Ｈ25. 3
「ガヤガヤ会議」スタート
Ｈ26．3．11 「協働のまちづくり協議会」
（仮称） 設立
7．7 「花里まちづくり協議会」 設立理事会
9．8 「花里まちづくり協議会」 総会
『協働のまちづくり』への思い
● 地区住民が主役と言う理念のもと、地域社会で活動するさ
まざまな団体と連携・協力し住みやすいまち・住み続けた
いまちづくりをめざす。
『人の顔がわかる 地区づくり』
３つの“わ”を大切に
話（語り合う）
・和（互いに和む）一輪（つながりの
輪を広げる）
●「地域でできることは、地域で行う」そんな思いを大切に
しながら、高山市と協働し地区住民による自主的・主体的
な取組みを行う。
●地域共通課題の解決に努めることにより、安心・安全で活
力あるまちづくりを目指し、 「人と人とのつながり」
「助
け合い」の中で、
「心の豊かさ」を育む地域を目指す。
組織について（４つの部会を設けました）
●「地域づくり部会」地区の課題を掘り起し、その解決に
向けた活動を各部と連携し行う。
＊ 地区住民の悩み・問題の共有 ➡ 事業への反映 ➡
課題解決 ➡ 地域の活性化
＊ 地区住民の意識が変わる（自分達も何かやってみよう）
。
＊ 新しい人材の発掘につながる。
●「健康福祉部」
「社会教養部」
「環境安全部」の事業部を設
け地区住民の地域活動の充実を図る。基本的には花里社
教の組織・事業を柱として構成する。
●地区コミュニティの基礎は町内会である。
＊ 日々の生活や災害が起きたとき頼りになるのは町内会。
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＊ 単位町内会で出来ない事、町内会の連携が必要な事を『ま
ち協』が考える。
＊ 町内会未加入者が多いと地区の安心・安全は守られない。
（未加入者減少は大きな課題）
● 行政また地区内の様々な団体（事業者・ＮＰＯ法人等）と
の協働を進める。
＊ 専門的な知識やノウハウ・アイデアを提供して頂く。
＊ 企画段階から参加して頂き、一緒に取り組む。
●いろんな人に関わって頂き、地区在住の皆さん（ボランテ
ィア隊）の活力を生かす。
＊ 役員だけで考え・準備し・事業を行うのは限界がある。
＊ やりたい時にやりたい事をやって頂けるボランティア隊
を募る（マンパワーの活用）
。
＊ 思いのある人・やりたい事がある人の居場所を作る（人
材バンク）
。
●若者や女性も参加しやすい場づくりを大切にする。
＊ 女性は身近な課題（子育てや介護など）の問題意識を持
っている。
＊ 若者は（ＩＴ関連など）新しい知識やノウハウを持って
いる。
付 記
●地区住民（特に町内会の未加入世帯）への広報方法は、フ
リーペーパーよる全戸配布、ホームページ・メール配信・
掲示板 等を活用する。

＜ニコニコボックス＞
●高山中央ＲＣ

永井 信次 様

久しぶりにお邪魔しました。宜しくお願いします。
●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん
・ゆかた例会では多数ご参加頂きありがとうございました。お
陰様で盛況に終わりました。今後もよろしくお願いします。
・永井信次さんのご来訪を歓迎致します。
●向井 公規さん
本日は、社会奉仕・ヘルス委員会の担当例会でございます。出
張で欠席となり大変申し訳ございませんが、副委員長 阪下さん
どうぞよろしくお願いいたします。本日は当クラブ門前さんに
「地域のまちづくりへの想い」というテーマでお話しいただき
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
●門前 庄次郎さん
本日地域のまちづくりについて話をさせていただきます。拙い
話ですがよろしくお願いします。
●田中 武さん、田近 毅さん
西ＲＣの将来を担う親愛なる門前庄次郎副会長さん、本日のス
ピーチ 花里まちづくり協議会のお話し、ご苦労話等沢山あると
思いますが、大変楽しみにしています。時間も十分ありますの
で心残りなくお話しして下さい。期待しています。
●挟土 貞吉さん、田中 武さん
ソフトミニバレー選手会から立派な花
を頂きました。我がクラブメンバーも
ガンバりました。ご苦労さまでした。
今後に期待しています。
●内田 幸洋さん
先日 50 周年祝賀会部会に参加いただきましてありがとうござい
ました。また会長幹事さんにはご祝儀をありがとうございまし
た。さらに鴻野旅館様にもお世話をおかけしました。
●井辺 一章さん
菱川さん昨日は荘川カントリーでゴルフありがとうございまし
た。楽しかったです。

●『サロン花里』を地域の憩いの場として活用する。

●田中 晶洋さん
今週日曜日から 5 日間、本願寺派寺院の飛騨組仏教講習会が始
まります。日頃の勉強不足を恥じながら 5 日間講義を受けて来
ます。23～25 日は古川の本光寺で 26～27 日は神岡町山田の大国
寺で行われます。午後と夜は一般の方向けの法座もつとまりま
すのでご縁がありましたらご参詣下さい。
●垣内 秀文さん
本日早退させていただきます。門前さんの卓話が聞けなくて非
常に残念ですが、会報しっかり読ませて頂きます。

●「まず一歩踏み出す。
」そんな思いを大切にしながら、活動
の中で見えて来た事に柔軟に対応する姿勢が大切。
●大切な事、まじめな事を楽しく取り組む（楽しくやらなけ
れば長続きしない）
。
防犯防災・環境美化・福祉・子育て・生涯学習 ➡
楽しく学んで・楽しく実践
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