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例会報告
第２６３０地区
●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

例会平成 29 年 7 月 7 日
お祝い・役員挨拶

高山西ロータリークラブ

創立１９６６年１月１５日

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ

●会 長
●幹 事
●会報委員長

＜バッジの交換＞

＜会長の時間＞
本日の会長の時間は、後ほどの挨拶に替えさせていただきます。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・７月のロータリーレート変更について １ドル 111 円（6 月 110 円）
◎ガバナー、地区代表幹事、地区大会実行委員長より
・17-18年度ガバナー事務所および地区大会事務所開設のご案内
〒518-0823 伊賀市上野丸之内57－24 センタービル３Ｆ
TEL
0595-41-2631
FAX 0595-41-2632
E-Mail 1718@rid2630.org
執務時間 9:30～16:00
◎ガバナー、奉仕プロジェクト部門委員長、国際奉仕小委員会長より
・地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内
第１回
8月 1日（火）申請受付締切 9 月末交付決定
第２回 12月25日（月）申請受付締切 翌年 2 月末交付決定
※交付金額は申請プロジェクトの内容を審査し決定します
◎ガバナー、地区青少年交換部門委員長より
・第１回夏期受入学生ＯＬおよび帰国学生報告会開催のご案内
日
時
８月２０日（日） 午前 １１：００～
場
所
ホテルグランヴェール岐山
出席要請者
夏期受入学生、カウンセラー、第１ＨＦ
・国際青少年交換 2018-2019 夏期派遣学生募集案内
派遣先
米、加、仏、豪、諾、新 等
資
格
ロータリークラブの推薦する男女高校生(願書提
出時在学中で中学3 年生、
高校1年生･2年生の者)
で、学業成績は平均以上、なるべくクラスの上
位 3 分の 1 以内の者、日本国籍を有する者
期
間
２０１８年８月より 1 年間
選考日
１０月１日(日) ホテルグランヴェール岐山
選考内容
小論文、英語筆記試験、一般常識試験、面接、
その他＊学校長推薦書、学業成績証明書、作文、
筆記試験(英語及び一般常識) 面接(簡単な英
会話を含む)その他を総合的に判断し選考する。
内定通知
１０月中旬。推薦クラブ会長宛に通知する
回答期限
９月２２日(金)必着

米澤 久二
鴻野 幸泰
新井 典仁

17-18 年度会報月間写真
7 月 富山城

お城シリーズ
新井 典仁

◎ガバナーエレクトより
・第 2630 地区 2017-2018 ガバナーエレクト事務所開設のご案内
〒502-0817 岐阜市長良福光 2695－2 岐阜都ホテル 3F
TEL
058-210-2630
FAX 058-210-2631
E-Mail 1819@rid2630.org
執務時間 10:00～15:00
・研修セミナー日程等のお知らせ
次期ＡＧ研修ミナー
11月 5日（日）名鉄ニューグランドホテル
会長エレクト研修セミナー 2018年 3月10日（土）岐阜都ホテル
地区研修・協議会
2018年 4月14日（土）長良川国際会議場
地区大会
2018年10月13日（土）14日（日）長良川国際会議場
◎直前ガバナーより
・2017 年規程審議会提出決議案について郵便投票結果のご報告
地区７７クラブ投票総数１２９票。決議案４件の過半数以上
賛成を投票委員会にて開票集計の上、ＲＩへ提出。
・２０１６～２０１７年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
８月末日まで直前ガバナー事務所として稼働
◎高山あすなろ会より
・第 42 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 15 日(金)～17 日(日) 会場：市民文化会館３階
◎ガバナーより
・第１４回ロータリー韓日親善会議２０１７のご案内
日 時
９月２３日（土） １３：００～
会 場
グランドハイアット・ソウル
申 込
７月３１日までに韓日親善会議担当委員まで
登録料
１６，０００円
＜例会変更＞
高山中央 … 7月17日（月）は、法定休日（海の日） のため、休会
7 月 31 日（月）は、納涼例会およびポリオ撲滅
キャンペーンのため 8 月 1 日（火）18：00～山陣
および本町２丁目納涼夜市に変更
8 月 14 日（月）は、定款より休会
＜受贈誌＞
久居ロータリークラブ（第３９回インターアクト年次大会記録誌）
、
(財)比国育英会バギオ基金（バギオだより Vol.61）
、(社)高山市
文化協会（広報高山の文化 No190、高山メセナメイト会報 No61）

＜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

6名

39 名

39 名

100.00％

本日

33 名

－

33 名

39 名

84.62％

ロータリー：変化をもたらす
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＜本日のプログラム＞
◎会員誕生日(写真左より)

今月のお祝
当日欠席 岡田 贊三

役員あいさつ
７．２５

副会長

堺 和信

昨年度は、皆様のご協力により
何とか１年間幹事を務めさせてい
ただくことが出来ました。有難う
ございました。
本年度は副会長として、会長不
在の折には会長代理としていろいろな場におきまして挨拶をさ
ていただきたいと思います。１年間よろしくお願いいたします。

小森 丈一、平 義孝、田近 毅、田中 正躬、阪下 六代、門前庄次郎、大村 貴之
７.２０、７.２、 ７.２６、 ７.２８、 ７.１１、 ７.２２、７.２６

◎夫人誕生日 (当日、ご自宅に花束をお届け)
高桑 光範
ゆかり さん
７． ３
◎出席表彰
斎藤

章

副幹事

田中 正躬

この度分幹事をさせていただ
く事になりました田中正躬です。
知識・経験豊かな名方々ばかり
の中ですが、私なりに会長幹事
のお手伝いをしようと思います
のでよろしくお願いします。

２７年

◎結婚記念日
なし
◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
内田 幸洋、 黒木 正人、 小森 丈一、 斎藤
阪下 六代、 下屋勝比古、 挾土 貞吉、 平
門前庄次郎

章、
義孝、

◎昨年度ニコニコボックス年間表彰
前年度ニコニコ委員長
大村 貴之
2016-2017 年度ニコニコＢＯＸの表彰
は、投稿回数 上位 5 名 特別賞 1 名
とします。なお会長幹事、ニコニコ委員長は表彰より除かせて
頂きますのでよろしくお願い致します。
第１位 下屋勝比古さん （投稿金額第２位）
第２位 田中武さん
（投稿金額第１位）
第３位 鴻野幸泰さん
第４位 垣内秀文さん
第５位 米澤久二さん
特別賞 内田幸洋さん
（投稿金額第３位）
おめでとうございます。また、会員の皆様にも１年間、多くの
投稿にご協力を頂き誠にありがとうございました。

会長エレクト
門前 庄次郎
今年度、会長エレクトを指名
頂きました門前です。会長をや
らせて頂くまで、後一年間と言
う事で、徐々にプレッシャーを
感じて来ております。今年一年
間、米澤会長の後姿を見させて
頂きながら勉強をし、来年度に向けての準備を進めて行きたい
と思っていますので、宜しくお願いします。

幹事
鴻野 幸泰
2017-2018 年度幹
事を務めさせていた
だきます。本年度米
澤会長は『わくわく
するロータリー』を
スローガンに挙げら
れました。新年度が
始まる前に打ち合わ
せ会議を何回か持ちました。その中で一年間の色々な行事を考
えて話しあっている中で大変沢山のアイデアが出て来ました。
その時米澤会長が｢何かワクワクして来るな｣と言われた事から
『わくわくするロータリー』が生まれて、その後さらに打ち合
わせ会議を重ねる中で「高山西ロータリークラブ全員で創意工
夫の『わくわくするロータリー』で行きましょう」とおっしゃ
いました。今年度一年間、各委員会創意工夫で活動をよろしく
お願いします。
今年度は、交換留学生で萱垣さんの娘さんがオーストラリア
へ、そしてスイスからはノエミ・シェンクさんが来日します。
どうか高山西ロータリークラブ全員で一年間の高山での生活を
支えて頂きますようにお願いいたします。
大変いたらない幹事ではありますが、皆様方のご協力を一年
間よろしくお願いいたします。

ロータリー：変化をもたらす
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会長
米澤 久二
従来、前年と同じことを繰り返すことが多かったと思います。
例えばクラブの活動計画書は前年のコピーなんてことがありま
した。無難に前年と同じことしていれば安心、なんてことがあ
りました。どうしても活動がマンネリ化して停滞気味になった
と思います。
クラブの活動をより活性化させるには、同じことばかりを繰
り返さずなにか新しいことに挑戦することが大切だと思います。
そのためには各人皆で考え、知恵を出し合って新しいことに挑
戦しましょう。各委員長さん任せではなく全員が工夫して知恵
を出し全員参加で新しいことに挑戦しましょう。クラブへ来て
「わくわく」しましょう。すべての活動を新しくするのではな
く、大切していきたいものは大事に残し、新しいことに挑戦し
ましょう。はらはらドキドキする場合もあろうかと思いますが、
恐れず新しいことに挑戦しましょう。
今期 7 月からのクラブの目標を「わくわくするロータリー活
動を」と考えています。この目標をメインにして以下の二つの
点にもこころ配りをしたいと考えます。
・会員が自発性を発揮し積極的な活動ができる組織を作るため
には中長期計画な計画作りを進めることが必要と思います。従
来休止しています中長期計画を作成するためのプロジェクトチ
ームを再開し中長期計画を作成し始めたいと思います。
・そして会員増強です。何年か後のクラブの中心を担う会員を
増やしていくために今こそ皆さんの力を会員増強に向けていた
だきたいとおもいます。
一年間 皆様のお力添えをよろしくお願いします。

＜ニコニコボックス＞
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
いよいよ新年度です。未熟な私共ですが、皆様のお力添えで 1
年間活動出来ますようお願い申し上げます。
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん
今年度より会長エレクト、副幹事をやらせて頂きます。米澤会
長・鴻野幹事のもとでしっかり勉強し、来年度に活かしたいと
思っています。よろしくお願いします。
●平 義孝さん
前期 井辺会長、堺幹事、一年間ご苦労様でした。また今日か
ら新しく船出する米澤会長、鴻野幹事、今期いた年間よろしく
お願いします。
●田中 正躬さん
米澤会長・鴻野幹事、いよいよ出航ですね。楽しい船旅になる
事を願っています。

●挟土 貞吉さん
米澤会長・鴻野幹事丸、名コンビによる宝船に 39 名乗船し、い
よいよ出航、この一年が楽しみです。帰港時には 50 人（え？そ
れ本当…？）
、夢一杯です、わくわくします。皆さん西クラブ発
展のためです。会員増強は前期が勝負です。全員協力し頑張り
ましょう。
●高山保護区保護司会会員 挟土 貞吉さん 長瀬 達三 さん
７月は法務省主催による『社明(社会を明るくする)運動』月間
です。｢愛の一声｣で非行犯罪のない明るい社会を築きましょう。
●向井 公規さん
①米澤会長・鴻野幹事の出航おめでとうございます。会長が言
われる｢わくわく｣を親睦委員として形にしていきたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。
②私事ではございますが、7 月 5 日付で（株）紀文の代表取締役
に就任いたしました。ヒヨッ子でございますので皆様のご指
導、ご鞭撻の程どうぞよろしくお願いたします。
●下屋 勝比古さん
今年、国際奉仕委員長をさせていただきます。ホストファミリ
ーはもちろん、会員各位には絶大なご協力をいただき、交換学
生ノエミと沢山想い出を創りましょう。どうぞよろしくお願い
します。
●高桑 光範さん
米澤会長新体制がスタートしたにもかかわらず、銀行行事等が
重なりスタート当初からいきなり 2 週連続欠席となりますこと
をお詫び申し上げます。
話は変わりまして、
「悲しい色やね」のヒット曲で有名な上田正
樹さんが、このたび飛騨高山応援ソング「ほほえみの街角」を
作詞作曲されました。上田正樹さんは小中学校時代を高山で過
ごされたこともあり、高山市が昨年、市制 80 周年を迎えたこと
を機に話が盛り上がったものです。7 月 9 日(日)に高山市民文化
会館大ホールでその発表コンサートが行われます。上田正樹さ
んのミニライブもあり、
「悲しい色やね」も歌われると思います。
入場無料ですので、是非ともご家族、ご友人をお誘い合わせの
うえ、高山市民文化会館へ行きましょう!
●田邊 淳さん
本年も昨年に続き飛騨地区通訳案内養成講座を実施いたしま
す。今年は中国語ガイド養成です。お知り合いの方で中国語堪
能な方みえましたら是非ご紹介下さい。
●伊藤 松寿さん、田近 毅さん､阪下 六代さん、内田 幸洋さん、
斎藤 章さん、小森 丈一さん､井辺 一章さん､田中 武さん、
門前 庄次郎さん、堺 和信さん､垣内 秀文さん、大村 貴之さん、
井上 正さん、田中 晶洋さん、住田 泰典さん､黒木 正人さん、
杉山 和宏さん、松川 英明さん
米澤・鴻野丸の出航をお祝い申し上げます。一年間よろしくお
願いします。
●伊藤 松寿さん、内田 幸洋さん、井辺 一章さん､田中 武さん、
門前 庄次郎さん、垣内 秀文さん、向井 公規さん､井上 正さん、
住田 泰典さん､杉山 和宏さん、松川 英明さん
いよいよこの夏スイスからの留学生ノエミちゃんがやって来ま
す。彼女から届いている
メールの一部をご紹介
します。
「私は下屋さん
の家族の一員になる事
がどれ程嬉しいか説明
できない程です。これは
私の人生の中でたった
一度の機会であり、とて
も感謝しています。
」

ロータリー：変化をもたらす

