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＜出席報告＞

＜会長の時間＞

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

ておりました私の経歴について、いよ

前々回

26 名

5名

31 名

39 名

79.49%

いよ最終回となりました。

本日

33 名

－

33 名

39 名

84.62％

6月に入ってお話しさせていただい

三菱電機で毎日修理を続ける中で、
必要技術免許を取得し、電気店の方へ
指導するようにもなりました。しかし、このままテレビ屋で終わる
のは嫌だと思うようになり、会社に内密でアルバイトを始めました。
最初はガソリンスタンド、次に岐阜駅前の問屋町で男性服 1 週間、
女性服 1 週間と夏冬 2 回行きました。そして夜の街、スナックやキ
ャバレーへ。ボーイから始め 10 日位でガイド、さらに 10 日程で主
任となり、ホステス 50 人を任される事となりました。楽しい時代
でしたが、おそらく会社に副業の件が知られたのでしょう、昭和
41 年に高山営業所勤務の辞令が下り、トラックに荷を積んで参り
ました。そこから私の高山での現在に繋がっています。

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー
会員増強委員長
井上 正
1 年間、
結果を出す事が出来ま
せんでしたが、会員増強の土つ
くりをすることに心がけ、過日
の例会より再度会員増強に向け
た会員皆様からの貴重な情報収
集を行う事が出来ました。
次年度大村委員長の下、委員として今度は葉・茎を育て、やが

＜幹事報告＞

て花を咲かせることのできるよう進めてまいりたいと存じます。

◎ガバナーエレクトより
・委嘱状

1 年間大変お世話になり、誠にありがとうございました。

2017～2018 年度地区委員

職業分類・選考委員長
阪下 六代
本年度の入会被推薦者は萱垣
敬慈さん１名でしたので、当委
広報・ＩＴ部門委員会委員長

員会の活動もその程度に止まり

インターアクト部門委員会委員

伊藤松寿 様

ました。

塚本 直人 様

◎飛騨高山国際協会より
・平成２９年度飛騨高山国際総会資料
◎高山・デンバー友好協会より

次年度は、私も井上正本年度
会員増強委員長とともに会員増強委員に加わりますので、なんとか
入会被推薦者を増やすように努めたいと思います。

・平成２９年度高山・デンバー友好協会総会資料

人類に奉仕するロータリー

例会報告
【内 容】 試合に向けて、山王フラワーズさんのご理解を

社会奉仕・ヘルス委員長

いただき練習に積極的に参加させていただける

下屋 勝比古

ようになり、練習をしたが残念ながら予選敗退

副委員長：田中 武、委員：榎坂 淳一

であった。選手の意識が高まってきている。ぜ

【基本方針】 ① 高山西クラブが高
山地域に対して、
どのような社会
奉仕ができるの
かを考え、実践する。
② 会員の健康維持に対して興味を持っていただく。
【実施事業活動】
１、第 66 回高山西ロータリークラブ杯争奪ソフトミニバレーボール大会
【実施日】 平成 28 年 8 月 7 日（日） 9：00～
【会 場】 飛騨高山ビッグアリーナ
【結 果】 予選リーグ敗退
【内 容】 試合に向けて、山王フラワーズさんのご理解をいた
だき練習に積極的に参加させていただけるようにな
り、練習をしたが残念ながら予選敗退であった。試
合後反省として強化方針を定め T シャツを新調し練
習案内を毎月参加希望者へ配布した。T シャツ製作
費の一部を「山王フラワーズ」新年会へお礼を兼ねて出
しました。
【会 計】 大会協賛金：第66回￥50,000- 第67回 ￥50,000参加費 ￥6,000 円、練習軽費 ￥11,900
２、高山駅東西自由通路完成イベント
【実施日】 平成 28 年 10 月１日 10：00～15：00
【会 場】 高山駅周辺（駅前中央通り）
【趣 旨】 「飛騨は一つ つながる、つなげる、広がる、飛騨高山」
高山駅東西自由通路完成に伴い、高山駅と高山駅周辺
の活性化につながるよう、飛騨地方の中心地である高
山駅に飛騨地方の人モノを集め、披露することで、新
施設の完成をお祝いする。

ひ次年度は 1 勝を果たしてもらいたい。
【決 算】 １、に含む
５、加入団体会費

①高山市民憲章推進協議会
②高山市社会福祉協議会

10，000 円
5,000 円

６、
【総括】全体として大きな予算を使うことなく活動ができました。
平成 28 年 10 月１日に行った、
高山駅東西自由通路完成イベ
ントでは、飛騨高山高校の生徒が一生懸命活動してくれ、大変
会場を盛り上げてくれた。
地元町内からも大変高く評価してい
ただけました。また、インターアクト部の荒川先生もその活動
を高く評価していただきました。
この活動は
「ロータリーの友」
へ投稿し掲載されました。
今後の課題として、大会協賛を続けている『ソフトミニバ
レー大会』の協賛（年間 10 万円）について、もう一度見直す
べき時期ではないか問う議論をしていかなければならない。
バレーに関して言えば、新しく T シャツを作り、興味は持っ
ていただいたものの、山王フラワーズさんの練習にはなかな
か来てもらえず、２回の主催大会には出場はしたものの、な
かなか勝利することができません。今後も継続して練習に参
加させていただき、
『１勝』目指して活動していただきたい。
担当例会のゲストスピーチ１回目は、ハンドボールの飛騨
高山ブラックブルズ岐阜、監督の山川由加さんと、選手の金
恩恵（キム ウンヘ）さんに来ていただき、ハンドの魅力な
どについてお話しいただいた。
２回目は、社会福祉法人 高山市社会福祉協議会 事務局
長 小峠賢次（ことうげ けんじ）さんに来ていただき「よ
って館“しもちょう”
」などについてお話をいただきました。
１年間ありがとうございました。

【内 容】 駅前中央通で、開通お祝いのイベントを開催。主に飛
騨高山高校 IAC の協力をいただき、
着ぐるみによるイ

インターアクト委員長

ベント参加をした。活動の様子は、
「ロータリーの友」

山下 直哉

へ投稿し 2018.２号に掲載された。

基本方針としてインター

【決 算】 ￥０（予算化してあったが、使うものがありませんでした）

アクトクラブの活動が限り

３、 ゲストスピーチ

ある学校生活の中であると

①【担当日】 平成 28 年 9 月 2 日

考え、その中で「国際理解」

【講 師】 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 監督：山川 由加様、

「社会奉仕」を中心とした有

選手：金 恩恵様

意義な経験を得てもらえる

【成 果】 新人選手１名の雇用をしていただきました。
②【担当日】 平成 28 年 2 月 17 日
【講 師】 社会福祉法人 高山市社会福祉協議会
事務局長 小峠 賢次様
【内 容】 「しもちょうよって館」の現状について報告
【決 算】 20,000 円（２名）
４、第 67 回高山西ロータリークラブ杯争奪ソフトミニバレーボール大会
【実施日】 平成 29 年３月５日（日） ９：００～
【会 場】 飛騨高山ビッグアリーナ

よう支援する。
本年度は韓国派遣がなく残念でしたが、三重県津市で行われた、
I.A年次大会での韓国留学生との交流など１年間色々な行事があり
それなりに有意義なクラブ活動ができたのではないでしょうか。
今
年度は生徒が３５名と大変多くの方に I.A クラブに参加していた
だき、西ロータリークラブにとっても喜ばしい一年でした。予算も
400000 円頂いておりましたがなんとか予算内で終えることが出来
ました。

【結 果】 予選リーグ敗退

人類に奉仕するロータリー

例会報告
普通寄付金につきましては、
従来から会費より 4,000 円を出して
国際奉仕・友好クラブ委員長

居ましたが、今年度はそれに 1000 円の増額になるのですが、そ

斎藤 章

の 1000 円を 100 万＄の食事の差額から出して頂く様、理事会にお

今年度の国際奉仕委員会は、
「地

願しました処、お認め頂き地区の要請に応える事が出来ました。決

域における国際奉仕のあり方を

済頂きました、理事会に御礼申し上げます。

考え、国際交流に努める」とい

特別寄付につきましては、皆様に 3 回お願い致しました処、6 人

う基本方針の基、副委員長に門

の方にご協力頂き、55,000 円を寄付して頂きました。ご協力頂き

前さん、委員に蜘手さんの 3 人

ました方々に御礼申し上げます。

の担当でした。今年度は大きな事業はなく、担当例会が２回の予定

私としましては、もう少しご協力頂ける事と思っていましたが、

でした。今年度入会の萱垣さんのお嬢さん（杏花さん）が海外派遣

私の徳の無さの為、ご協力頂けず、目標には程遠い結果になった事

を希望されており、それに添うような形で、地区への申請を行いま

を 情けなく思っています。

した。見事に合格され、オリエンテーションを通じながら海外の派

来年は米山奨学会が出来て、50 周年の記念の年になります。 来

遣先を探るとともに、
交換学生の受け入れも必要となりこれも模索

年は、
もう少し米山奨学会に関心を持って頂く様 お願い致します。

しました。結果的に杏花さんは、派遣先がオーストラリアとなり、

地区幹事として、3 年前地区幹事の指名を受け、ガバナーのデジ

受け入れ学生はスイスからのノエミさんと決定しました。
受け入れ

ェクネイト・ノミニー・エレクト・ガバナーと 3 年に亘って、中央

に関して、
多数の交換留学実績を持っている下呂クラブの会員の奥

クラブの地区幹事の方々と、
お付き合いして参りましが いつも感

様、
布目美和子さんと地区青少年交換部門委員長・向井龍三さん
（下

心させられたのは、地区幹事の方々は、常に前向きで、真摯に事に

呂クラブ）を上半期の 11 月 25 日に来訪して頂いて、総論的に向

当たって居られる事です。反対の事もあったでしょうが、やると決

井さんに、
受け入れ体制及び心構えに関して布目さんにお話して頂

まったなら、愚痴も言わないで、どうしたら上手く行くかを真剣に

きました。次年度の下屋国際奉仕委員長に助けて頂いて、次年度の

考え、一生懸命にやって居られた姿には頭が下がります。この 3

準備に入っております。もう一度の担当例会は、今年度の終わりに

年の間に中央クラブは、大きく成長されました。

近い 6 月 16 日に、私が入会したからの 30 年に近い国際奉仕委員

先日、長瀬ＡＧは、次ガバナーを出すのは西クラブですよ、

会の活動で、
友好クラブと交換学生の話を中心にまとめさせて頂い

と言って居られました。50 年の歴史の有る西クラブから、もう出

て、今後の問題点についても意見を述べさせて頂きました。

しても良いのではないかと思います。出すとしても、早くて 6 年先
です。出すのなら、3 年内には候補者を決めてなくてはなり
ません。それと地区幹事も決めなければなりません。予算の準
備も必要でしょう。将来を見据えた、クラブの在り方を、考え

ロータリー財団委員長

る時が来ていると思います。

内田 幸洋

明日は名古屋で、
最後の諮問委員会と地区役員引き継ぎ会が有り、

7 月 24 日に、井辺会長と岐阜都
ホテルで行われた財団セミナーに

その準備と後片付けをして、公の行事は全て終わりとなります。3

参加し勉強して来ました。11 月 11

年間 無事に務める終える事が出来、多くの事を知らされ、このよ

日の担当例会は、私をはじめ全会

うな機会を与えて頂いた事を有難く思っています。

員にロータリー財団の理解を深め
る為、私と平副委員長とによる勉

会長幹事退任挨拶

強の例会を行いました。
その結果、井辺会長がベネファクター、堺幹事と鴻野副幹事がポ
ール・ハリス・フェロー、委員長の私がマルチプル・ベネファクタ
ーとして寄付いたしました。
当初計画では色々な思いがありました
が、十分できなかった事を反省しています。

米山奨学委員長
小森 丈一
当委員会は、地区の要請に応
えると言う方針で臨み、地区
の要請である普通寄付 1 人

幹事

堺 和信

5000 円、
特別寄付一人 10,000

５０周年を節目に、歴代会長経験者が続々と退会し、前年度より

円、合計一人 15,000 円 を

６名少ない３９名の会員からの出発となりました。
苦労したのが予

出して頂く様、クラブアッセ

算立てで、
各委員長さんからは例年並みの事業計画と予算書が提出

ンブリーで 2 回、米山月間の卓話で 1 回、皆様方に説明とお願いを

され、
特別会計から６０万円の繰り入れにより何とか予算を立てま

致しました。

した。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
しかし、井辺会長、釼田ガバナーの例会出席重視の方針により出
席率向上の呼びかけにもかかわらず、残念ながら年間平均出席率
（補正なし）は７８%と低迷し、それにより例会時の食事代や親睦
例会での懇親会費等の経費が予算より少なくて済み、
特別会計から
の繰り入れ無しで前年度並みの決算となりそうな、
残念な結果とな
ってしまいました。
本年度は、地区研修大会と地区大会が地元開催でしたが、美濃加
茂で行われたインターミーティングにおいて、
経費削減のため会長
の会社が所有するバスを使用した結果、
帰りの高速道路でタイヤが
バーストし、あわや大事故となるところでした。会員の生命を預か
るという重要な使命を忘れ、
軽率な判断をして申し訳ありませんで
した。
ＲＩの定款・細則の変更に従い、当クラブの定款・細則も変更を
行いました。ＲＩは参加しやすい、入会しやすいロータリーを目指
しており、日本のロータリー、特に釼田ガバナーの例会出席重視の
方針とは全く異なっており、
各クラブの細則にて調整することとな
りました。
会員の構成上、在籍３～４年の経験不足の若い委員長が多く、き
め細かい助言や指導が必要であり、
中澤事務局員にも大きな負担を
掛けてしまいました。
今年度は１名増，１名減で会員数が増えず残念でしたが、井上会
員増強委員長の入会見込み者名簿作成という種蒔きにより、
来年度
にその花が咲かせられるよう期待を申し上げ退任のあいさつとさ
せていただきます。
１年間、本当に有難うございました。

会長
井辺 一章
会長就任にあたりクラブ目標として２点挙げました。
１．出席率の向上 1 年間に何回の 100％出席が出来るか
２．一人でも多くの仲間を集めよう
昨年度クラブ発足５０周年を迎え、それを機に退会された方が
何人も出てどうなる事かと心配致しました。
退会された方々の息子
さん等への入会勧誘に力を入れ、
また各委員長がそれぞれ活動を頑
張ってくれたおかげで、
会員も減らず次年度へ引き継ぐ事が出来安
堵しています。
堺幹事ともども今日まで頑張りました。１年間ありがとうござい
ました。

＜ニコニコボックス＞
●井辺 一章さん、堺 和信さん
本日は、
本年度の最終例会です。
最初は長いと思っていた 1 年間も、
終わりを迎えるとあっという間だった様な気がします。
皆様方のご
協力により、なんとか 1 年間会長、幹事を務めさせていただく事が
出来ました。本当にありがとうございました。各委員長さん 1 年間
ご苦労様でした。活動報告をよろしくお願いいたします。
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
井辺一章会長、堺和信幹事、1 年間お疲れ様でした。次年度は後ろ
からしっかり私どもをお守り下さい。
●挾土 貞吉さん
井辺会長、堺幹事丸の一年間の無事航海を祝します。理事役員の皆
さん、本当にご苦労様でした。
●古橋 直彦さん
井辺会長、堺幹事一年間ご苦労様でした。私事になりますが 3 月以
降例会に出席がかなわずご迷惑をおかけしましたので多少ですが
ニコニコへ。
●塚本 直人さん
今年度最終例会です。
井辺会長、
堺幹事一年間お世話になりました。
ありがとうございます。
本日は出張のため早退いたしますが 1 年間
お疲れ様でした。
次年度米澤さん鴻野さん、
よろしくお願いします。
●井上 正さん
井辺会長、堺幹事、一年間大変御苦労様でした。今年度充分に出来
なかった分、次年度も会員増強に取り組む所存です。益々頑張って
行きますのでよろしくお願いします。
また誕生日に際しお祝いを戴
きありがとうございました。
そして黒木さんの飛騨信用組合専務理
事への昇格誠におめでとうございます。
次年度は副委員長としてお
力添え戴きますので、こちらの方もどうぞよろしくお願いします。
●黒木 正人さん
最終例会ですが、東京出張のためお休みさせて頂きます。田中武さ
んから１万円出せと言われましたがどうぞお許し下さい。
●住田 泰典さん
７月からニコニコ委員長を拝命予定の住田です。
新年度のニコニコ
は２つのボックスを作ります。
１つは通常のニコニコで２つ目は留
学生さん専用のニコニコです。どうぞよろしくお願いします。
●下屋 勝比古さん
娘がハンドボールＵ２０に選ばれ、
来週末東アジア大会を経て７月
末香港でのアジア選手権に行きます。応援お願いします。また妻の
誕生日にはお花をありがとうございました。
●大村 貴之さん､伊藤 松寿さん､田近 毅さん､平 義孝さん､
内田 幸洋さん､斎藤 章さん､小森 丈一さん､田中 武さん､
遠藤 隆浩さん､門前 庄次郎さん､田中 正躬さん､垣内 秀文さん､
向井 公規さん､田中 晶洋さん､山下 直哉さん、田邊 淳さん､
高桑 光範さん､萱垣 敬慈さん
井辺一章会長、
堺和信幹事、
1 年間お疲れ様でした。

人類に奉仕するロータリー

