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＜会長の時間＞
本日、高山 3RC 合同のガバ
ナー公式訪問例会を開催させ
て頂きます。岡田ガバナーは
じめ、籾井地区代表幹事、洲
岬ガバナー補佐様にはご臨席を賜り、心より感謝申し上げます。
さて、今年度、高山の 3 クラブはそれぞれ周年の年を迎えます。
高山 60th、高山西 50th、高山中央 25th です。一口に 50 年 60 年と
申しましてもクラブ内にそのクラブの歴史を語れるチャーターメ
ンバーはお見えになりません。また創立当時の事を御存じない方も
多いと思いますので少し触れさせて頂きます。
高山クラブの創立はＳ30.11.20、我国 169 番目のクラブとして誕
生しました。ＲＩ承認はその年の 12.15、翌 31.7.15 認証状伝達式
が執り行われ当時の戸田ガバナーから初代 永田 尚 会長の手に認
証状が渡されました。チャーターメンバーは 26 名、当時の平均年
齢は 54.3 歳でした。当時の写真からは来賓を高山駅までお出迎え
なさったり、チャーター伝達式翌日にはエクスカーションで乗鞍に
も登った様子が伺えます。クラブ創立記念に乗鞍の大黒岳山頂に
「方向指示盤」の設置が計画されました（円盤状の指示盤で大黒岳
山頂から 360 度のパノラマでその先の山々の名称が刻まれたもの
です）
。その指示盤ですが乗鞍が国立公園と言うこともあり、実際
に設置され除幕式が行われたのは約 3 年後のＳ34.8.20 でした。高
山クラブからの初のガバナーは初代幹事の森 彰 様、以後 久金 彰
様、そして桑月 心 様 3 名のガバナーを輩出されています。
その高山クラブを親クラブとして 10 年後誕生したのが西クラブ
です。創立はＳ41.1.15 我国 720 番目で、ＲＩ承認が 2.6、認証式
は 5.13、チャーターメンバーは 24 名でした。創立当時は事務局も
高山クラブと同じ処だったようです。
最後になりましたが高山中央ロータリークラブです。中央クラブ
は西ロータリークラブの創立 25 周年の記念として子クラブをつく
るということで誕生したそうです。Ｈ3.5.20 の創立、ＲＩ認証が
6.6、認証状伝達式が 10.13、スポンサークラブは高山西ロータリ
ー、共催スポンサークラブに高山クラブ、下呂クラブがなり、我国
1960 番目のクラブとして誕生しました。Ｈ3.7 当時の会員名簿では
メンバーが 41 名、平均年齢は 44.8 歳でした。初代会長は三輪 義
平 様、幹事は溝際 清嗣 様。現在チャーターメンバーで在籍の会
員は 12 名みえます。次年度、剱田 廣喜 様をガバナーとして輩出
されます。
さて、そのクラブ周年記念行事ですが、3 クラブ共、 10 月 11
月に集中し催されます。岡田ガバナー様には遠路恐れ入りますがご
臨席を賜ります事をお願い申し上げます。
以上、会長の時間でした。
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世界へのプレゼントになろう

例会報告
＜出席報告＞
高山ＲＣ

＜ガバナー紹介＞

会員数 41 名 欠席者

高山中央ＲＣ 会員数 55 名 欠席者
高山西ＲＣ

会員数 45 名 欠席者

＜ニコニコＢＯＸ＞

9 名 出席率 77.5 ％
5 名 出席率 88.68 ％
11 名 出席率 75.56 ％

高山西ＲＣニコニコボックス委員

国際ロータリー第 2630 地区ガバナー
岡田 信春 様
元気に明るく楽しく…(適当に～)「過去、現在、今、行動する
ロータリアン」本日は高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問、よろ
しくお願いします。
濃飛グループ ガバナー補佐
洲岬 孝雄 様
ガバナー公式訪問、よろしくお願いいたします。
地区代表幹事 籾井 收 様、
地区幹事 西口 直人 様、地区代表幹事補佐 宮崎 福治 様
本日ガバナーのお供で参りました。よろしくお願いいたします。
高山ＲＣ会長
細尾
晃 様
高山中央ＲＣ会長
大保木 正博 様
高山西ＲＣ会長
古橋
直彦 様
国際ロータリー第 2630 地区 ガバナー 岡田信春 様、濃飛グル
ープガバナー補佐 洲岬 孝雄 様、地区代表幹事 籾井 收 様、
地区幹事 西口 直人 様、地区代表幹事補佐 宮崎 福治 様の
ご来訪を歓迎申し上げます。ご指導をよろしくお願い致します。

＜歓迎の挨拶＞
高山中央ＲＣ会長
大保木 正博 様
皆さん、こんにちは。
国際ロータリー第2630地区ガ
バナー岡田信春様、地区代表幹
事籾井修様、地区幹事西口直人様、地区代表幹事補佐宮崎福治
様、やさしさと活力にあふれるまち「飛騨高山」へようこそお
いで下さいました。心より歓迎申し上げます。そして濃飛グル
ープガパナー補佐洲崎孝雄則様、地区役員の皆様、ご臨席を賜
り誠にありがとうございます。
今年度、ラビンドランRI会長は(国際ロータリーテーマ)を「世
界へのプレゼントとなろう」とされ、これを受けて岡田ガバナ
ーは、(地区活動方針テーマ)を「過去・現在・今、行動するロ
ータリアン」とされ、具体的な5つの目標を示されました。
産業革命以来と言われる社会の大変革期の中にあって、私達
ロータリーも継続的な発展のためにはロータリーの基幹部分は
大切にしつつ、大きく行動することが今求められていると思い
ます。本日は大変精力的に活動されておられる岡田ガパナーの
ご指導を得られますことを大変嬉しく思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。
岡田ガバナーにおかれましては、本日を含めこれからも引き
続きご指導ご鞭爆を賜りますようお願い申し上げます。また本
日ご出席の皆様方の益々のご健勝と、第2630地区の発展を祈念
いたしまして、意は尽くしませんが歓迎の挨拶とさせて頂きま
す。

濃飛グループガバナー補佐
洲岬 孝雄 様
本日ご臨席いただきま
した岡田信春ガバナーの
ご紹介をさせて頂きます。
岡田ガバナーは１９９１
年、鈴鹿ベイロータリークラブにご入会されまして、１９９７
年に鈴鹿シティロータリークラブへ移籍され、初代から２期続
けて会長を務められました。以来、地区役員等様々なロータリ
ーの経歴を経られまして、本年度７月から２６３０地区のガバ
ナーにご就任されました。
お仕事は、三惠工業株式会社を筆頭としまして、いくつかの
会社を経営なさっていらっしゃいます。三惠工業は、椅子・テ
ーブルの加工販売メーカーです。飛騨は木の国でございますの
で、椅子と言いますと木材の椅子を連想いたしますが、ガバナ
ーの会社は金属家具でございます。椅子と言えば三惠と言われ
る程、その名が広まっている会社です。
対外的には、鈴鹿法人会会長、鈴鹿商工会議所副会頭、以前
はそういった要職に就いていらっしゃいましたが、ガバナー就
任に伴い道をお譲りになられまして、現在は鈴鹿法人会の常任
理事、鈴鹿商工会議所議員として務めてらっしゃいます。他、
家具に関する業界の理事をはじめとしまして役職も非常に多く、
鈴鹿市はもちろん、三重県の経済界のリーダーとしてご活躍さ
れています。
岡田ガバナーは、昨日は三重・上野での公式訪問、今日が高
山公式訪問、あさって１３日は東海北陸グループのＩＭ、次の
１４日は下呂での公式訪問、その次１５日は三重・津での公式
訪問と、特に９月は大変ご多忙で、東奔西走の毎日でございま
す。そんな中、高山にご来訪いたただきました事を本当に嬉し
く思っております。くれぐれもご自愛なさっていただきたいと
思っている次第です。本日のご来訪を心よりお礼申しあげまし
てご紹介に替えさせていただきます。

＜ガバナー卓話＞

ガバナー

岡田 信春 様

皆様、
こんにちは、
私は 2015-2016 年度国際ロータリー第 2630
地区ガバナーを拝命致しました鈴鹿シティロ－タリ－クラブの
岡田信春です。1 年間、皆様に大変お世話になりますがよろしく
お願い致します。
公式訪問は、私と各ロータリークラブの皆様が親睦を深める
大切な場であると考えております。

ロータリーに輝きを

例会報告
今回、私はアメリカ カリフォルニア州サンディエゴで開催
されました国際会議にて研修し交流する中で、RI 会長 K.R."
ラビ”ラビンドラン氏より RI テーマ「世界へのプレゼントにな
ろう」の発表がありました。
その主旨は、「私たちは、より大きな資産や、より高い地位
を得ようと日々努力しております。しかし、私たちの人生の価
値は、どれほど得たかではなく、どれほど与えたかによって判
断されるのです。同情の言葉をかけるだけでなく、実際に何か
してあげましょう。社会から享受するだけでなく、社会に貢献
しましょう。」と言うものでありました。
また、「私たちに与えられた時は今です。この機会は二度と
訪れるものではありません。」と言うお言葉を頂き、私は、こ
の言葉に感銘を受け、今年度の地区活動方針テーマ「過去、現
在・今、行動するロータリアン」とさせて頂きました。具体的
な方針としましては、会員増強と維持・財団寄付の推進・人道
的事業の参加と推進・青少年（新世代）への貢献・デジタル化
の推進とオンラインツ－ルの利用であります。この方針にご理
解頂き、各ロータリークラブで会長賞に挑戦して下さい。
昨今、各ロータリークラブも会員の減少，出席率の低下、活
動の低迷化など諸問題を抱え活動しております。
しかしながら、ロータリーは、人であります。クラブ・グル
ープ・地区も人であります。その一人ひとりがロータリーの信
念をしっかり持ち、交流し、行動する事が、クラブ・グループ・
地区へと波及し問題解決と導くものと信じております。
今回の公式訪問にあたり、リーダーシップのある各クラブの
会長のもと RI テーマ・地区活動方針テーマに沿って各クラブに
あるそれぞれの共通の問題点を協議し、交流をはかり、この公
式訪問が元気なクラブへの推進力になる事を心より期待してお
ります。
今年度、私は地域のリーダーであります皆様、ロータリアン
と共に奉仕・行動する心構えであり、ロータリー目標を実現す
るため頑張りたいと考えております。
是非とも皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、共にクラブ
を発展させていきましょう。

＜謝辞＞
高山ＲＣ会長
細尾 晃 様
皆さんこんにちは。只今紹介
を頂きました今年度高山ロータ
リークラブ会長の細尾でござい
ます。どうぞよろしくお願い致します。
本日は 2630 地区ガバナー岡田信春様始め、地区役員の皆様に
おかれましては高山 3 クラブガバナー公式訪問例会に遠路はる
ばる高山までお越しいただき、本当にありがとうございました。
又、只今はガバナーより 2630 地区活動方針テーマ「過去 現
在 今 行動するロータリーアン」「会長賞に挑戦しよう ５
項目の推進」について御懇篤なる卓話をいただきその道すじに
ついて丁寧に説明をいただきました。ありがとうございました。
頑張って方針テーマに向かって活動していきたいと思います。
又、高山 3 クラブは今年度それぞれ周年期を迎えます。先輩
諸氏に感謝し、周年行事を控えているところであります。この
節目を機にそれぞれ大きく飛躍したいと考えております。ガバ
ナーの期待にお応えできるよう一生懸命頑張ってまいりますの
で、今後共ご指導賜りますようお願い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。

ロータリーに輝きを

