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＜会長の時間＞
ラブオール（love all）
テニス・卓球・バトミントンなどラケッ
トスポーツではラブオールで試合が開始さ
れます。ゼロをラブと呼び 0 対 0 で試合が
始まりますのでラブオールとよびます。
ゼロをラブと呼ぶには諸説あるようです。一番有力なのは、フラ
ンスではゼロという数字が卵の形をしていることからゼロのこと
をフランス語で「卵」を意味する「l'oeuf （ルフ）
」と呼んでおり
テニスでもゼロのカウントを「ルフ」と呼んでいたそうです。その
テニスがイギリスへ伝わったとき「ルフ」
という発音がなまって「ラ
ブ」と呼ばれるようになったということです。
ラブ＝0 と言う言葉の発生はよくわかりませんが、今は字のごと
く『love all』愛を持ってゲームを始めましょう。と解釈すればい
いと私は思っています。スポーツは競いあい,お互いを高めあう素
晴らしいものです。ラグビーでも試合が終わるとノーサイドといい
敵味方がなくなります。
卓球界では暗黙のルール 11-0 で勝ってはいけない,と言う暗黙
のルールがあります。
10-0 になると勝っている方がミスをします。
11-0 で勝ってもルール違反ではありませんが、
紳士のスポーツとし
てマナー的には、瀕死の相手にトドメを刺すような行為になるので、
避けられているようです。
相手を尊重する、これがラブオールだと思います。

＜幹事報告＞
◎ガバナーエレクト 木村 静之氏より
・ガバナー補佐候補指名について
内田 幸洋 氏 を
濃飛グループガバナー補佐候補として指名
◎ＲＩ日本事務局より
・8月のロータリーレートについて
１ドル 111 円（現行どおり）
◎高山ロータリークラブ より
・高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会のご案内
日時
９月２８日（木） １２：３０～１３：３０
場所
ホテルアソシア高山リゾート
◎地区青少年交換部門委員長より
・交換学生来日便のご案内
日時・場所 8 月 17 日（木）8：20 中部国際空港
第１ホストファミリー下屋さん、カウンセラー向井さん迎え
◎ロータリー囲碁同好会より
・
『第 16 回ロータリー全国囲碁大会』開催のお知らせ
大会日時
10 月 14 日(土) 10:00 開会式 16:00 表彰式
大会会場
日本棋院会館本院
(東京・市ヶ谷)６Ｆ対局場
主
催
ロータリー囲碁同好会日本支部

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 ②

お城シリーズ
新井 典仁

＜受贈誌＞
高山ＲＣ（活動計画書）
、下呂ＲＣ（活動計画

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

32 名

1名

33 名

39 名

84.62％

本日

34 名

－

34 名

39 名

87.18％

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー
環境保全委員長
遠藤隆浩
委員長は遠藤、委員は岡田賛三さん
です。高山市の環境に関して考え、知
識を深め、何か活動していきたいと思
います。一年間、よろしくお願いしま
す。

ニコニコ委員長
住田 泰典
今年度ニコニコ委員会委員長を
勤めさせていただきます。副委員
長は榎坂純一さん、委員に長瀬達
三さん、杉山和宏さんです。今年
度は既存の「相乗りテーマニコニ
コ」に加え留学生を応援する「相
乗りテーマ留学生ニコニコ」を作ります。全ての例会で留学生の様
子を紹介しますので皆さん喜捨お願いします。基本方針は、会員・
家族・事業所等の慶び事、お祝い事をニコニコしながら披露し、喜
びを分かち合い、また失敗したり迷惑をかけた時もユーモアたっぷ
りと披露し、例会を賑わせて親睦を増進するよう努めます。年間表
彰を来年７月 に予算２０,０００円で予定しています。喜捨およ
びファイン徴収については出席委員会に依頼します。担当例会はゲ
ストスピーチではなくニコニコボックス中間報告とします。出席表
彰やその他ファインは以下のようです。
３ヶ月 ：
５００円、 年間 ：３,０００円、
５年・７年 ： １０,０００円、
１０年・１５年・２０年・２５年・３０年 ： ２０,０００円
無届欠席ファイン ２,０００円（弁当代含）
遅刻・早退ファイン ５００円
高山西ロータリークラブ内規第４条のニコニコボックスに記載
のある「遅刻・早退ファイン５００円の会員による自主的投函」を
各自が再認識していただけるようにお願いします。
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会員増強委員長
大村 貴之
副委員長：阪下六代
委員：下屋勝比古、井上正
基本方針は、
『当クラブの明日を担
える人材の増強と、現会員の退会防止
に努める』
活動計画として 4 月・8 月の担当
例会。4 月は会員 3 名にスピーチをお願いしております。
また、会員との情報共有・意見交換会として、毎月会員増強
会議を行います。会長幹事・会員の方にも参加いただいて入会
候補者に対する話し合い重ねます。
今後、入会候補者には積極的に声掛けをしたいと思います。
情報提供などご協力お願いします。

職業分類・選考委員長
挾土 貞吉
メンバーは、副委員長に岡田賛三さ
んとクラブのお目付け役である平義
孝さんの三人です。この委員会、夢の
ある楽しみな、
「わくわくする」委員
会です。私共に仕事を与えてください。
一生懸命働きます。今職業分類は一業
種 5 人まで OK です。選考は「厳しく優しく」行い、3 人でどん
な汗でもかきます。基本方針は活動計画書を見てご理解頂き、
又私委員長の切なる思いは、第一例会 7 日のニコニコに書いて
いますので今一度よく読んで「会員増強」にご協力ください。

出席・プログラム委員長 山下 直哉
本年度、出席・プログラム委員会の
委員長をやらせていただきます
山下です。副委員長に遠藤隆弘さん、
委員に田近毅さん、高桑光範さんの４
人でやっていきます。
基本方針としまして、各委員と連携
し、会員のためになるプログラムの開催をサポートする。出席
率の向上を目指すです。出席率の向上を図る。そのためため出
席表を作成しましたので、何とか月１回は１００％を達成した
いです。よろしくお願いいたします。

ロータリー情報委員長 斎藤 章
今年度は、副委員長 古橋さん、
委員 田中武さんの3人で担当致し
ます。
基本方針は、
例年のごとくですが
新入会員のオリエンテーションを
実施しロータリアンとしての意識
高揚が目的ですので、楽しい深みのあるミーティングを心がけ
るつもりです。多くの新入会員の参加を期待します。

職業奉仕委員長
垣内 秀文
「ロータリーの根幹である、職業奉
仕の理解を更に深め、
「四つのテスト」
の意義を再確認し、ロータリアンとし
ての自覚を持って行動する」を基本方
針に掲げ、先ずは私自身が一年間かけ
て勉強して行く所存です。地区委員会

等出席をさせていただいて得た情報は速やかに例会等で報告を
させて頂きます。
担当例会第一回目は 9/15、世界生活文化センターの六角さん
をお招きし、卓話を頂きます。時間を延長する意味で夜間例会
を計画しておりますが詳細については後日連絡申し上げます。
第二回目は 2/9 に裁判所へ職場訪問させて頂きます。こち
らも時期が近づきましたら詳細ご連絡申し上げます

社会奉仕・ヘルス委員長
井上 正
今年度は特に従来から行ってお
ります「高山西ロータリークラブ
杯」の関わりを、会員企業より選
手を出していただいたり、景品等
で工夫を凝らし行っていきたいと
考えています。
また、高山市社会福祉協議会、飛騨信用組合とも共催で２月
に新たな事業を計画し、社会奉仕委員会としての新たな挑戦を
し、クラブの活性化に寄与したいと考えています。１年間よろ
しくお願いします。

インターアクト委員長
田中 晶洋
今年度インターアクト委員長
の田中晶洋です。副委員長に杉
山さん、委員に新井さんで一年
間活動していきます。すでに５
月の顧問教師部会、７月の合同
懇親会と行事の半分が終わっていまして、８月の年次大会と１
０月の飛騨地区協議会を残すだけとなっております。先ほど榎
坂さんから川端通り発展会が開催する 9 月 16,17,18 日の「宮川
ごごから市場」にインターアクトクラブとしての活動報告など
のブースを出展してみないかとのオファーをいただきまして、
顧問の荒川先生に相談するところです。
皆さんのご近所等での催しにインターアクトクラブとしての
出動要請をいただければ、そのつど学校側と相談していきたい
と思いますのでよろしくお願いいたします。

国際奉仕委員長

下屋 勝比古

副委員長には、留学生カウンセラー
の伊藤 松寿さん。委員には、同じく
カウンセラーの向井公規さんと、若手
で台北へのメイクアップに積極的な
榎坂純一さん、娘さんが豪州へ交換留
学生として出発された萱垣 敬慈さんで努めてまいります。
＜基本方針＞
１、
「国際奉仕」という意味をもう一度考え直すきっかけになる
ような話題を提供して、近隣諸国への理解と奉仕活動を思
うきっかけとなる話題を提供する。
２、交換留学生、萱垣 杏花さんを送り出し、活動を注目しな
がら応援するとともに、スイス共和国から、当クラブに４
年ぶりにやって来る『ノエミ シェンク』が、安全に快適
な生活できるようなサポートを整えていく。
『当クラブに来
て本当に良かった』と思える 1 年間をホストファミリーと
共同して成功させる。
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３、友好クラブである、
「台北東海ＲＣ」の周年記念開催を意識
しながら、友好クラブとしてお祝いや周年事業への参加計
画を探っていきたい。
本年 1 年間、最大事業「交換留学生受け入れ」を成功させるた
めにご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
2 日目には朝にビーチへ連れてってもらうと、野生のイルカを
見られました。運がいいと、鯨とサメも見られるそうです。
ロータリー財団委員長 田近 毅
ロータリー財団委員会は、委員長 田
近、副委員長 小森の 2 名で行う。
方針として、本年度は、例年に
習いロータリー財団への寄付、1 名
150＄、使途指定寄付「ポリオプラス」1
名 30＄をお願いする。
使途指定寄付 30＄は年 3 回、食事を「きららハウス」のパン 3
個で賄うことにより、1 人 30＄を工面する。
＊ 財団の地区補助金を受けるべき計画書を提出する。良い計
画が有れば事務局迄提出を。
＊ ロータリー財団の勉強会と地区補助金に関する説明会を、
地区委員に来高して頂き 9 月に行う。

7 月 20 日、例会にも参加してきました。これはホストクラブ
のものなので、まだ他の留学生とは会っていません。会えるの
がとても楽しみです。
「Making a Difference」がこの地区のテーマです。短いです
が、挨拶をしたところ、写真の左に写っている男性が高山を訪
れたことがあり、素晴らしい所だったと褒めてくださりました。

米山奨学委員長
平 義孝
副委員長：阪下六代
基本方針：米山奨学事業について
会員理解を求め、米山奨学記念会
に対する支援に協力する。
・米山奨学事業を会員に説明して
理解を求める。
・普通寄付は特別会費から一人
6,000 円×会員数援助する。
・米山奨学事業について啓豪を行い米山に協力をお願いします。

＜ニコニコボックス＞
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
木村静之ガバナーエレクトより内田幸洋さんを次期濃飛グルー
プガバナー補佐に指名する通知書が届きました。内田さん奮闘
期待します。高山西クラブ全員で後押ししようと思っています。
●挾土 貞吉さん
内田さんガバナー補佐頑張って下さい。みなさんで応援しまし
ょう。
●田近 毅さん､平 義孝さん､ 斎藤 章さん、古橋 直彦さん､
田中 武さん､遠藤 隆浩さん､門前 庄次郎さん、垣内 秀文さん､
大村 貴之さん､田中 晶洋さん､山下 直哉さん､住田 泰典さん､
黒木 正人さん､松川 英明さん､高桑 光範さん､萱垣 敬慈さん
内田幸洋さんが 2018-18 年度の 2630 地区ＡＧ候補としてガバナ
ーエレクトより正式に指名されました。高山西ロータリークラ
ブは一丸となって内田さんを支えましょう。
●内田 幸洋さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､鴻野 幸泰さん､
垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､山下 直哉さん､住田 泰典さん､
杉山 和宏さん､榎坂 純一さん
ノエミから下屋さん宛にメールが届きました。｢私の好きな食べ
物は野菜、麺、魚、寿司です。辛い食べ物が大好きです。私は
子供の頃、玉ねぎとワサビをそのまま食べた位です。私の家で
は醤油で多くの料理を食べるので、本当の日本食を楽しみにし
ています。｣ノエミをわさびの効いた寿司で迎えましょう！！

7 月 21 日から学校へ通います。10 年生なので、日本でいうと
高校 1 年生くらいの学年に入ります。制服は白いシャツにスカ
ートなのですが、着ていくものは、規定のシャツか、規定の体
操服、黒いズボンか、規定のスカートか、体操服のズボンかを
選べます。
たくさんの友達を作りたいです。
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