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＜会長の時間＞
本日の会長の時間は、後程の退任挨拶に替えさせていただきます。

＜幹事報告＞
◎次期ガバナー、地区ロータリー財団委員長より
・地区ロータリー財団研修セミナー開催のご案内
日
時
7 月 24 日(日)点鐘 12:00 閉会点鐘 16:30
場
所
岐阜都ホテル 岐阜市長良福光 2695-2
出席要請者
2016-17 クラブ会長および財団委員長
◎高山市青少年育成市民会議より
・飛騨地区青少年育成関係者研修会の開催について(ご案内)
日 時
７月６日(水)
１３：３０～１６：００
場 所
飛騨総合庁舎 大会議室
◎高山市民憲章推進協議会より
・平成２８年度高山市民憲章推進協議総会資料
◎高山ロータリークラブより
・例会場変更のお知らせ
7月 7日
… ホテルアソシア高山リゾート
14 日､21 日 … 十六銀行高山支店２階会議室

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

34 名

1名

35 名

42 名

83.33%

本日

32 名

－

32 名

43 名

74.42％

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー
クラブ奉仕委員長 門前 庄次郎
クラブ奉仕委員会です。委員長に私
門前、副委員長に田近毅さんにやって
頂きました。
この委員会は当クラブの会務委員会
の委員長で構成されていますので、
其々の委員長さんにメンバーとなっ
て頂きました。
基本方針を各委員会の連携を大切にしながら、活動が円滑に進む
様努める。との思いで、行ってきました。
事業としては上期・下期の初めに関連委員会の委員長会議を行い、
各委員会の役割・やらなければいけない事などについて意見交換し、
活動内容の確認を行いました。

古橋 直彦
遠藤 隆浩
塚本 直人

六月の五合目からの富士

蜘手 康介

また、5 月の担当例会の折には、今年度初めて委員長になられた
3人方に委員長として今年度を振り返っての思いをお話頂きました。
この委員会は当クラブにおいても、会務委員会の横の連携を取っ
て行く大切な役割が有りますので、今年度しっかり出来なかった分、
今後の委員長さんに益々充実して頂く様お願いし、一年間の御礼の
挨拶と致します。

親睦活動委員長
井上 正
この 1 年間、会員の皆様のご協
力を賜り、おかげさまで 1 年の
担いを全うさせていただくこと
ができ、改めて深く御礼申し上
げます。
そして、古橋会長・遠藤幹事、
中澤さんにはひやひやさせてしまい、
何から何までご厄介・ご心配をおかけしました。
また、委員会メンバーの皆様には、顔合わせのときに家族懇親会の
余興が決まり、大変心強く思いましたし、懇親会のたびに調子よく
お願いやらお任せさせていただきましたが、思い以上のご活躍、ま
た余興の披露に尽力いただき本当に助かりました。
親睦を通じ、改めて会員相互のつながりの大切さを実感させていた
だきました。
1 年間ありがとうございました。

ニコニコ委員長
田中 晶洋
一年間ニコニコ委員長として
やらせていただきました。副委
員長に米澤さん、委員に伊藤さ
ん、退会された新田さん、菱川
さんというメンバーで一年間や
ってまいりました。
前年までと変わった点は、ほぼ毎回あいのりテーマを見つけて、
賛同頂いた方にあいのりして頂くようにして、ニコニコに出したい
けれどネタが見つからないとか、書くのが手間だという方にも、ニ
コニコに参加頂けたということです。
ニコニコネタやワクワクネタを読ませていただいて、皆さんの喜
びが伝わってきました、ニコニコボックスは本当に素晴らしいシス
テムだと思いました。
当初 100 万円の目標を掲げてスタートしましたが、おかげさまで
前回までのニコニコの合計金額は 111 万 1,567 円になりました。こ
れも皆様の温かいご協力のおかげであったと感謝いたしておりま
す。一年間本当にありがとうございました。

世界へのプレゼントになろう

例会報告
会員増強委員長
垣内 秀文
今年度の目標を純増２名としまし
たが、８名の退会者が出てしまい内心
落ち込みましたが新会員が４名入会
して頂いたことが心の救いとなりま
した。しかし純減の５名となってしま
いました事に会員増強委員長として
深くお詫び申し上げます。
１０月の担当例会では地区委員長の堀塲巖さんをお招きし懇切
丁寧に卓話して頂きました。我がクラブは今年度５０周年記念事業
もあり大変盛り上がりましたが、以降退会者が立て続け出てしまい
ました。堀塲さんの卓話の中でも「周年記念事業が終わると退会者
多くが出る、それは一区切りもあるがロータリーに魅力を感じなく
無くなることが原因」等々お話しされました。その中でも「会員増
強と出席率 UP に王道は無い」ときっぱり言われた事が心に残って
おります。
（11/20 会報）
３月１８日の担当例会では当委員会の挾土さんに「５０周年を終
えた今、これでいいのか会員増強」と題し辛口に卓話を頂き、指名
された阪下さんが「入会候補者には 6 つのパターンがあり、的確に
正確に薦めていく必要がある」とお話しされました。
（3/18 会報）
今年度私の会員増強委員会は終わりますが、会員増強は単年度で
は終わりではありません、次期増強委員長の井上さんには以上のこ
とを踏まえていただき、次年度を私の会員増強の集大成としたいと
思っております、どうかよろしくお願いいたします。一年間至らぬ
事ばかりでしたが、とても良い経験をさせていただき誠にありがと
うございました。

ロータリー情報委員長
内田 幸洋
2 月 12 日の担当例会は、当初計画し
ていた内容を変更して仏師の高田慈
眼さんにご講話頂きました。氏の仏師
としての苦節、そして成功への道程と
大変興味深く聞く事が出来ました。
5 月 13 日にはグリーンホテルにて会長幹事をお迎えし、新会員の
杉山さん、榎坂さん、松川さんのオリエンテーションを催行しまし
た。私達ロータリー情報委員会のメンバーも大変勉強になりました。

社会奉仕・ヘルス委員長
向井 公規
基本方針は、
「ロータリークラブと
社会奉仕との関わりについて理解を
深め実践する」と「会員の健康の維持、
増進を図る」でした。
8 月と 3 月に行われました「第 64
回・第 65 回高山西ＲＣ杯争奪ソフトミニバレー大会」への協賛を
すると共に、チーム「はぐるま」として参加をいたしましたが、練
習不足もあり 1 勝が近くて遠い 1 年でもございましたが、参加協力
をしていただきました会員の皆様方には感謝申し上げます。
8 月 21 日の担当例会におきまして、
「花里まちづくり協議会」会
長を務められる、当クラブの門前庄次郎さんより、
『協働のまちづ
くり』への想い、そしてそれを推進していくための「組織づくりと
活動」について卓話を頂きました。また、3 月 25 日の担当例会に
おきましては、委員の田近さんのご協力のもと、
「岐阜県訪問看護

ステーション連絡会」会長の野崎加世子様より、
『介護の現状』を
中心にお話を頂きました。
私自身が社会奉仕に関わるにはまだまだ未熟者ではございます
が、大役をお任せ頂きました古橋会長・遠藤幹事には感謝でいっぱ
いでございますし、また委員の方のご協力や、会員の方のご理解も
ございまして、何とか 1 年の大役を終える事ができます。
1 年間、皆様本当にありがとうございました。

環境保全委員長
長瀬 達三
環境保全委員会は高山市新エネ
ルギービジョン(平成 26 年度～平
成 32 年度)についての理解を推進
し、市民と行政、そしてロータリ
ーが参画した環境保全活動を行う
ことを目標に活動致しました。
3 月 11 日に高山市役所の浦谷公
平環境政策部長に卓話をいただきました。高山市が推進する環境政
策について勉強しました。行政が考える高山市の未来について概要
を理解することができた、貴重な卓話でした。
残念ながら 4 月に予定していた環境保全委員会独自の原山周辺の
散策は、他の行事との日程が調整できず開催できませんでした。し
たがって予算使用は講師例会開催に関しての(卓話の御礼)だけで
す。
次年度は是非とも新エネルギービジョンに関係した現場視察、エ
ネルギーをテーマとした講演会等の催しについてご検討ください。
今年度は十分な活動ができませんでしたが、いろいろと事務局に
はお世話になりました。ありがとうございます。

青少年育成委員長
大村 貴之
副委員長：井上正
委員：岡田賛三、杉山和宏
活動報告としては、
1.高山あすなろ会・小中学校木
工コンクール協賛 20,000 円
2.高山市スポーツ少年団協賛 50,000 円
3.「キャリア教育を考える会」出前講座 ２月 13 日（土）に日
枝中学校１・２年生を対象に行いました。会員から 13 名が講師と
なりお話しをしていただき、ご協力ありがとうございました。
4.義務教育課程９ヵ年皆出席表彰 平成 27 年度は９校４３名が
皆出席を達成され、賞状と記念品をお渡ししました。また３月４日
例会時に校長会代表 松倉中学校 加藤誠昭校長先生にご講話を
頂きました。
１年間 ありがとうございました

インターアクト委員長
下屋 勝比古
基本方針
1、地域社会へのボランティアを
始めとする積極的な奉仕活動の支
援をする。
2、国際理解協力を深めるため他
国や外国人との交換・交流活動の支援をする。

世界へのプレゼントになろう
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上記の目標を達成すべき事業はすべて消化しました。
5 月 17 日四日市市においての教師部会に飛騨高山高校インター・
一・アクト部荒川顧問とともに参加。7 月 12 日には飛騨地区研修
会を下呂市星雲会館にて開催され、斐太高校ＩＡと共に移動。「ボ
イスフィットネス」について勉強しました。その夜ホストクラブ高
山ＲＣと当クラブ会長・幹事、両学校長・部顧問らと懇親会を開催
しました。
海外への派遣事業(韓国)へは、
残念ながら MARS の影響で中止とな
りました。
地区年次大会は、関市で行われ副委員長に送迎をお願いし無事事
業は完了しました。上記はすでに 12 月までに消化しています。
担当例会は 5 月 27 日飛騨高山高校、荒川顧問、舩坂部長をお迎え
卓話をいただきました。
次年度にまたがりますが、
次期山下委員長と共に 10 月 1 日の高山
駅リニューアルオープン駅前イベントにインターアクト部と当ク
ラブで、イベント協力をしたいと計画していますので、予定をお願
いします。

国際奉仕・友好クラブ委員長
伊藤 松寿
①2015 年 10 月 3 日
創立５０周年記念式典に先立ち
「姉妹クラブ台北 RC・高山西 RC と
の合同例会」を開催。
会場 ひだホテルプラザ。台北東
海 RC からは、笹谷会長をはじめ 30 名、錫口 RC から 6 名の計 36 名
の出席を頂き、多いに親睦と交流の輪を広げた。
②台南地震の地区支援金の橋渡し
2016 年 2 月 6 日、台湾の台南地方でマグニチュード６，６の大
地震が発生。甚大な被害をもたらした。この地震に対し、国際ロー
タリー第２６３０地区では、岡田信春ガバナーの発意に基づき地区
内で義援金を集めた。これにより、約３００万円の浄財が地区に寄
せられ、ガバナーからその送金先の窓口に、台北東海ロータリーク
ラブになっていただくよう依頼を受け、笹谷会長に連絡。笹谷会長
は快くお引き受け下さり、台南市長のもとまで義援金をお届けいた
だいた。

ロータリー財団委員長
山下 明
基本方針 ① R 財団への理解を深め、
一人 150＄以上の寄付を募り財団に寄与
する。
② ポリオ撲滅活動の推進
主な活動
① 特別会費（上期１万円、下期１万円）
を徴収。財団へは年 2 回送金する。
② ポリオ撲滅のため一人 1,000 円のお願い
11 月 13 日 担当例会時に財団箱を回し、寄付総額 3 万 2 千円
を地区ロータリー財団に送金する。
③ 財団理解のための卓話を 11 月 13 日に行う。
R 財団部門資金推進小委員会委員長で津 RC の辻正敏氏に卓話
をお願いし、ロータリー財団について詳細に話しをして頂きま
した。
④ ベネファクターは 2 名。古橋直彦会長と当方（山下明）の 2 名

米山奨学委員長
挾土 貞吉
我が委員会は１０月、後藤博美地
区部門委員長をお迎えし、米山と
は、その事業と活動内容について
卓話をいただきました。その後委
員長として、ご寄付のお願いを皆
さんにいたしました。その「自覚
と責任」を感じた幹事の遠藤さんと塚本、私 挾土が寄付をし、西
クラブの面子を立て送金することが出来有りがたく思っています。
本年度一年を振り返って反省等思いを話せとのことですので良い
クラブにしたい一念で、少し時間を頂いて憎まれ口を申し上げたい
と思っていましたが時間がありませんので降壇しますので後ほど
会報を読んでください。
今年は我がクラブ５０周年という大きな節目の年でありました。
式典も事業も立派に出来、心に残る素晴らしい年でした。皆さんご
苦労様でした。
私は５０周年を振り返って、クラブで「反省会」をしなかった事
を反省しています。今、水漏れしている我がクラブを皆で楽しいお
酒を飲みながら次なる６０周年に向けて力あるクラブ作りの為に
話し合いが必要ではなかったかと思うからです。
水漏れとは何か。例会の出席です。前後２週間ものメークアップ
期間があるのに埋めない人がいることであり、その自覚の無さです。
先週私はこの身体で高山クラブに行きましたが、ただ一人でした。
出席率７０パーセントを切る 68 パーセントなんておかしいですよ。
それを黙って見過ごす事もダメです。クラブの「たが」が緩んでい
る証拠です「自覚と責任」の欠如です。
皆さん経営者です。会社の決め事を、社員が守らなくても黙って
見過ごしますか。そんな人が会社に 30～40 パーセントもいるルー
ズな会社が発展するわけがありません。使われど(社員)で無く此処
に来ている皆さん自分が「やってみせ、
言って聞かせて、やらせて、
褒める」(山本五十六)その立場にある者ばかりのはずです。
欠席の場合事務局へ直接電話で理由をいい、
「ゴメンナサイ」の一
言あって然りです。
「報、蓮、相」が大事です。
とは言うものの、国民に手本を示すべき政治家や企業人も「言う
事と、やる事」がまったく違い、嘘ごまかし、儲け主義で、人には
厳しく、
「己には甘くて」
、甘利よく無い人が沢山いて腹が立ちます
が、我々国民いや西クラブ会員は「舛添」を食わないようにして、
「イチロー」のように地道な努力で夢を達成する「言行一致」が大
事であり、当たり前のこと常識や約束事を守り、品格ある西ロータ
リークラブに５０周年を境に６０周年にむけて箍を締めて再出発
しようではありませんか。
各自がこの際ロータリーの原点、職業奉仕「天職を高め」て企業
（社員）を守り、ロータリーを楽しみ、己を磨き、よき友を得るこ
とが「会員増強」につながると確信します。古橋会長、遠藤幹事さ
んこの 50 年の節目、気苦労も大変だったと思います、最後の良け
ればすべてよしです。本当にご苦労様でした。
我がクラブは立派なクラブです。皆さん自信と誇りを持ち「会員
増強」をし更なる発展を目指して「明るく、楽しく、元気よく」次
年度も協力し頑張りましょう。
最後に、委員会活動の見直し、反省も然りですが、
「継続は力な
り」です。ソフトミニバレーの件、9 ヵ年皆勤表彰の件はできるだ
け続けてください。
意地悪爺より反省の言葉，
【ゴメンナサイ】

世界へのプレゼントになろう

例会報告
会長幹事退任挨拶

私は内田会長時の幹事ですので（内田会長は 45 代会長）
、その後
の６年間は副会長とか、会長エレクトなど慌ただしく、瞬く間に６
年が経過したような感じです。
所信表明でもお話を致しました様に、今年度の最大の事業は言う
までもなく高山西ＲＣの創立５０周年でした。
今年度、濃飛グループ７クラブ中５クラブまでが何らかの周年の
年を迎えました。高山では高山ＲＣが６０周年、高山中央ＲＣが２
５周年とそれぞれ周年を迎えました。その３クラブのトップをきっ
て１０月４日高山西ＲＣは５０周年記念事業、記念式典、祝賀会を

幹事

遠藤 隆浩

今年度は 50 周年を迎えるという節目の年でありました。そうい
った時に比較的若い年齢で幹事をやらせていただきました。役割と
して万全であったとはとても言い難いのですが会員の皆様に支え
られて何とか役柄を終えることができるようで皆様には大変感謝
しております。
また古橋会長には本来幹事がやるべき仕事をかなりやっていた
だきまして支える方が支えられるような一年で申し訳なく思って
います。ありがとうございました。
そして事務局の中澤さんにもよくやっていただきました。
私は西クラブに入会させていただきまして 10 何年になります。
入会した当時は年配の方が多くて正直、長く続かないだろうなと思
っていましたが、先輩たちに支えられてなんとか在籍しています。
その間、こういった地方の町で仕事を続けていくため何が必要なの
かということを学ばさせていただきましたし、多くの方とも知り合
いになりました。
そういった中で私はクラブ活動で大切なものは好意と友情だと
思っています。それなくしてクラブの発展はないと思います。ロー
タリークラブの発足も、厳しい経済社会の中で
の心のやすらぎを求めたという側面があったと思います。
今後の西クラブの益々の発展と奉仕の理想の一層の実現を祈念
いたします。
一年間。本当にありがとうございました。

盛大かつ厳粛に執いました。皆様方のご協力に対し厚く御礼を申し
上げます。
ロータリーは単年度制ですので 7 月の第一例会には「よーい、ド
ン！」でトップスピードで走り出します。今振り返ってみますと、
スタートまでの準備段階が５０周年の実行委員会と同時進行だっ
た事もあり結構大変だったと思っています。パスト会長さんから
「７月には３割近くは終わっているよ」と言われたことがありまし
たがまさにその通りであったと感じています。
理事、役員、委員長さんにはなるべく若い会員の皆様にお願いを
致しました。５０周年の後、次の１００周年に向けてスタートの年
ともなります。これからの西ロータリーを担って頂く方々です。１
年かけて委員長の勉強をして頂くつもりでお願いを致しました。本
当にご苦労様でした。
会長の時間では、
「なるべくロータリーの話題をして下さい」と
会長エレクト研修セミナーで言われましたが、自分の中にロータリ
ーの引き出しが無かった事もあり、あまり盛りこめませんでした。
入会して２０数年間、ロータリーとどう向き合って来たかのツケが
廻ってきたものと反省をしています。
会員増強に関しては垣内委員長さんに努力を頂きまして４名の
会員の入会がありました。近年、年間４名もの入会はありませんで
した。特に今年度５０周年を迎え、この節目に退会される方が出る
ことは想定いたしていましたが、残念なことに前期に４名、後期に
５名の方が退会されました。純減５。次年度は３９名からのスター
トとなりそうです。次年度、井辺・堺年度に緊縮財政の必要にせま
られる事となります。会員全員で増強にあたりましょう。
最後に会員の皆様、幹事の遠藤さん、中澤事務局員さんのご協力
に心から感謝申し上げます。７月からは１会員として頑張りますの
でどうか宜しくお願い致します。
1 年間本当にお世話になりありがとうございました。

会長

古橋 直彦

本年度、会員の皆様のご理解とご協力のおかげで何とか 1 年間会
長を勤めることが出来ました。本当にありがとうございました。

世界へのプレゼントになろう

例会報告
＜ニコニコボックス＞

●井上 正さん

●古橋 直彦さん、遠藤 隆浩さん

親睦委員長として１年間皆様に多大なるご協力を戴き、なんとか年

・先週に引き続きクラブアッセンブリーです。12 委員会の委員長

度の終わりを迎える事が出来ました。古橋会長遠藤幹事には段取り

さん、よろしくお願いいたします。
・今年度最後の例会となりました。一年間色んな事がありましたが、

等、またメンバーの皆様には委員会の度に調子の良い言葉で押して
しまいましたが、不甲斐ない私に温かい言葉、そして身を呈しての

会員の皆様のご理解とご協力のおかげで何とか年度末を迎えら

芸でお応え下さいました。誠に有難うございました。

れた事に感謝申し上げます。ありがとうございました。

●長瀬 達三さん

●小森 丈一さん

クラブアッセンブリーの本日、一年を振り返って改めて何もしない

古橋会長・遠藤幹事、一年間ご苦労様でした。創立 50 周年記念の

委員長であった事を深く反省しています。

年で思い出多い年となった事でしょう。会長幹事経験者として今後

●田中 晶洋さん

も活躍されます様期待しています。

本日、有限会社タイヤマート２４社長、

●井辺 一章さん､

西向孝史さんをビジターとしてお招き
しました。私が是非高山西ロータリーに

堺 和信さん
古橋会長・遠藤幹事、一年

と思っている方です。西向きさんようこ

間大役お疲れ様でした。い

そいらっしゃいました。そして先輩皆様

よいよ我ら二人の船出で

よろしくお願いいたします。

す。宜しくお願いいたしま

●垣内 秀文さん

す。

西向孝史さん、ようこそ西クラブへ。本日名刺を忘れてしまいまし

●田中 武さん、内田 幸洋さん

たので、次年度お会いした時に交換させて下さい。

古橋会長・遠藤幹事、素晴らしい会の運営ありがとうございました。

●松川 英明さん

本当にご苦労様でした。楽になりすぎて風邪を引かない様に今後と

私の親戚の子が中京学院大学で野球をしており、先日全日本大学野

も西ロータリークラブの為にご尽力下さい。

球選手権の決勝で神宮球場へ応援に行って参りました。見事優

●伊藤 松寿さん､斎藤 章さん､山下 明さん､米澤 久二さん､

勝！！来年４年生でドラフトにかかったらどうしましょう？！

門前 庄次郎さん､下屋 勝比古さん、杉山 和宏さん

●田中 晶洋さん､黒木 正人さん

古橋・遠藤丸が一年の曳航を終え、無事着岸という事になりました。

日米通算 4257 本安打で新記録を樹立したイチロー選手の使用する

誠におめでとうございます。ご苦労さまでした。

バットは岐阜県養老町のミズノテクノスの久保田五十一さん、名和

●挾土 貞吉さん

民夫さんの製作したパットです。岐阜県の職人がイチローの世界記

今期 50 周年を立派に終えられた古橋会長・遠藤幹事さん始め皆様

録を支えたとも言えます。私達も負けずに職業奉仕に頑張ります！

素晴らしい 1 年でした。ご苦労さまでした。また退会された皆みな

●阪下 六代さん

様、クラブに気遣い等いただき誠にありがとうございました。今後

本年度田中晶洋ニコニコボックス委員会の｢あいのりテーマ｣は良

とも見守り応援よろしくお願いたします。

いアイデアで、皆を楽しませて下さいました。来年度の大村貴之委

●垣内 秀文さん

員会の、これに劣らぬご健闘をお祈りいたします。

古橋会長・遠藤幹事、一年間ありがとうございました。拙い会員増

●鍋島 勝雄さん

強委員長で大変ご迷惑をおかけしました事をお詫びいたします。今

２９年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

年度は純増２名を目指していましたが純減５名となってしまい責
任を取って…今年度で増強委員長の座を退きますが、増強は単年度
で終わりではありません。次年度井上委員長に託します。どうぞ宜
しくお願いいたします。
●鴻野 幸泰さん
会長・幹事一年間お疲れ様でした。職業奉仕委員会を務めさせてい
ただき誠にありがとうございました。
●塚本 直人さん
お陰様で今年度最終例会を無事迎える事が出来ました。会報委員長
としての指定席は次期委員長の田中晶洋さんにお譲りします。１年
間ありがとうございました。

世界へのプレゼントになろう

