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第２６３０地区
●例会日
●例会場

岐阜県

濃飛分区

例会平成 30 年 7 月 6 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＞
◎ガバナーより ・委嘱状

2018-2019 年度
2018-2019 年度
地区濃飛グループ
地区ロータリー財団部門
ガバナー補佐グローバル
補助金担当委員
内田 幸洋 様
大村 貴之 様
（当日欠席）地区インターアクト部門委員会副委員長
塚本 直人 様
◎ＲＩ日本事務局より
・７月のロータリーレートについて
１ドル １１０円
（現行通り）
・規定審議会追加会費
１．５ドル → １ドル へ
◎ガバナー、地区代表幹事より
・第 2630 地区 2018-2019 年度ガバナー事務所、および
2018 年地区大会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３
TEL
058—210-2630
FAX 058-210-2631
E-Mail 1819@rid2630.org（ガバナー事務所）10:00～15:00
1819@taikai@rid2630.org（地区大会事務所）9:30～17:30
・ガバナー月信７月号訂正のご案内

門前 庄次郎
田中 正躬
黒木 正人

｢おなじ星を見ていた - ギアリンクスの架ける虹-｣より
胸の奥の夏へ
内田 新哉

◎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 31 日（金）申請受付締切 9 月末交付決定
第２回 12 月 25 日（火）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
〒514-0033 津市丸之内２９－１４ 津商工会議所４階
TEL
059-221-2630 FAX 059-221-2631
E-Mail 1920@rid2630.org
10:00～15:00
・研修セミナー日程等のお知らせ
次期ＡＧ研修セミナー 11月 3日（土）名古屋ルーセントタワー
次期地区委員長研修Ｓ 12月 1日（土）名鉄ニューグランドホテル
会長Ｅ研修Ｓ 2019年 3月 9日（土） ホテルグリーンパーク津
地区研修・協議会 2019年 4月14日（日）三重県総合文化センター
地区大会
2019年11月16日17日サオリーナ・メッセウイング
◎直前ガバナーより
・２０１７～２０１８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
◎美濃加茂ロータリークラブより
・創立５０周年式典ＤＶＤ
＜例会変更＞
高山中央 … 7月16日（月）は、法定休日（海の日） のため、休会
7月30日（月）は、納涼浴衣例会のため
18：30 ～ 山陣に変更
8月 6日（月）は、自然体験ふれあいキャンプのため
4日（土）12：30～ 乗鞍青少年交流の家 に 変更
8 月 13 日（月）は、定款により休会
＜受贈誌＞
(財)比国育英会バギオ基金（バギオだより Vol.67）

＜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

2名

35 名

41 名

85.37％

本日

36 名

－

36 名

40 名

90.00％

インスピレーションになろう
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＜本日のプログラム＞

お祝い

交換留学生分 投函金額上位 5 位
1 位：伊藤松寿さん、2 位：山下直哉さん、３位：田中武さん、
４位：下屋勝比古さん、5 位：杉山和弘さんと松川英明さん
◎会員誕生日（写真左より）
田中 正躬､ 門前庄次郎､ 小森 丈一､岡田 贊三､平 義孝､田近 毅､大村 貴之
７.２８､ ７.２２､ ７.２０､ ７.２５､ ７.２､７.２６､７.２６
（当日欠席）阪下 六代 ７.１１､中林 康弘７.１５
◎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
◎結婚記念日
なし
◎出席表彰
斎藤 章
２８年
◎在籍周年記念表彰
斎藤

年間総合合計 投函銀額上位 5 位
1 位：挟土貞吉さん、２位：斉藤章さん、3 位：萱垣敬慈さん、
4 位：伊藤松寿さん、5 位：田中武さん

章

３０年
井辺 一章
２０年
門前庄次郎
１５年

◎３ヶ月表彰
内田 幸洋、 鴻野 幸泰、 斎藤
平
義孝、 門前庄次郎

章、

役員挨拶
副会長 鴻野 幸泰
本年度副会長を務めさせていた
だくことになりました。門前会長、
田中幹事を少しでもサポート出来
ればと思っています。会員の皆様
方のご協力をお願い申し上げます。

挾土 貞吉、

◎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
住田 泰典
2017-2018 年度はみなさまから合計1,361,617 円のご喜捨をいた
だきました。ありがとうございました。昨年度は移動例会も多く、
ニコニコの披露できない例会もあり、少し心配していましたが、お
かげさまで非常に多額のご喜捨を頂き感謝しております。
恒例の表彰ですが、昨年度は留学生の近況報告なども兼ねた、留
学生ニコニコを開設させていただきました。例年ですと年間表彰は
合計喜捨額の多い方の順位のようでございますが、もちろん今年度
もその順位は表彰させていただきますが、その他に留学生ニコニコ
だけを集計した順位の表彰もさせていただきたいと思います。上位
5 名の方を表彰させてください。

副幹事 垣内 秀文
今年度、副幹事を仰せつかりまし
た垣内です。大役で緊張しておりま
す、微力ですが自分なりに会長幹事
のお手伝いが出来ればと思ってお
ります。一年間どうかよろしくお願
いします。
会長エレクト 遠藤 隆浩
今年度、会長エレクトを拝命しました
遠藤です。責任の重さに気持ちを新た
にしています。今期は門前会長の所作
を勉強させていただき来期に備えた
いとおもいます。それと同時に垣内副
幹事と共に微力ながら門前会長、田中
幹事のお手伝いをし、会の運営に貢献
したいと思います。一年間よろしくお
願いします。

インスピレーションになろう
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ＩＭ実行委員長 古橋 直彦
今年度、ＩＭ実行委員長を仰せつかりま
した。ＩＭは 10 月 28 日（日）高山グリー
ンホテルでの開催予定をしています。
これまでに企画会議を数回開催し骨格
はできてきました。現在、皆様方にお手伝
いいただく持ち場ごとでの検討がなされ
ています。
会員各位のご協力賜りますよう宜しくお願い致します。
幹事 田中 正躬
今日から大変な役を引き受ける
こととなりました。｢ロータリーに
創意と工夫を、そしてロータリー
を楽しもう｣のスローガンを掲げ
た門前会長の一助になれれば、と
考えます。微力ではありますがも
皆様方のお力添えで何とか一年幹
事を務めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

前述しました RI 会長の言葉の中にも「持続可能な良い変化を生
む」事が大切とあります。当クラブは 50 数年の歴史あるクラブで、
いろんな活動をして来ました。その中で、継続して行かなければな
らない事業、少し方向性を変えた方が良い事業、また新しく取り組
んだ方が良い事業等、色々有ると思いますが、どういう事業をする
においても少し視点を変えたり、工夫をしたりして活動する事が大
切に思います。昨年度は米澤さんのもとで、新しい取り組みもされ
ています。種をまきしっかり水やりをやって頂いておりますので、
花を咲かせる創意と工夫が必要と思っています。
そう言う思いの中で、他団体・ボランティアとの交流する機会の
創出や、ロータリーの公共のイメージ向上を目的として、新しい取
り組みも幾つか計画しました。その為に移動例会が少し多くなって
いて、委員会や会員の皆さんに余分に負担をかける処ですが、協力
を宜しくお願いします。
また活動していく中で、会員同士が地域社会やクラブのために貢
献すると言う目標を共有し、やりがいを感じ充実感を実感出来る事
が必要だと思います。委員会や一部の会員だけでなく多くの会員が、
協力して行動する事が、持続可能な良い変化をもたらす第一歩では
ないでしょうか。
そして、ロータリーの原点である会員同士の『好意と友情』
・親
睦を再認識し、なによりロータリー活動を楽しみながら充実した一
年になる事を願い、頑張って行きたいと思っています。

＜ニコニコボックス＞

会長 門前 庄次郎
こんにちは。今年度会長をやらせて頂きます門前でございます。私
なりに一生懸命頑張りますのでで、ご協力を宜しくお願い致します。
さて、今年度の国際ロータリー会長はバリー・ラシンさんと言う
方です。バハマの方でお医者さんと言う事です。赤道近くで情熱の
国と言う事で、テーマ旗もバハマの海と太陽をモチーフとしていて、
情熱を表現しているとの事です。
そして今年度の国 際ロータ リー のテーマ は「 Be The
Inspiration」です。和約をすると「インスピレーションになろう」
と言う事だそうです。解釈が難しい処ですが、インスピレーション
は日本語で、霊感とかひらめきの意味ですが、ここでは鼓舞する、
心に火をつけると言う意味のようです。
ラシンさんの言葉を借りますと、ロータリアンとしての意識・意
欲を高め、直面する課題に会員協力して向き合い、持続可能な良い
変化を生み出そうと言っておられます。国際ロータリー会長の思い
を少しでも考えながら、今年度活動に生かして行きたいと思ってい
ます。
また、今年度の当クラブの活動方針を『ロータリーに創意と工夫
を、そして ロータリーを楽しもう』
としました。歴代の会長の活動への思いを継承しながら、現在に有
った形で一歩進める活動をして行く。そんな思いを込めさせて頂き
ました。

●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん
いよいよ 2018-2019 年度がスタートいたしました。今年度は｢ロー
タリーに創意と工夫を、そしてロータリーを楽しもう｣そんな思い
でやって行きたいと思っています。会長・幹事として頑張りますの
で、一年間会員皆様の協力をお願いします、
●米澤 久二さん､鴻野 幸泰さん
雨の中での門前・田中丸の船出となりましたが、日曜には梅雨明け
が予想され月曜から大海原へ出ることができます。視界良好、大活
躍を期待しております
●遠藤 隆浩さん､垣内 秀文さん
門前・田中丸の出航お祝い申し上げます。一年間会長幹事のもと一
生懸命勉強して参ります。微力ながら例会運営にも協力していきま
す。どうぞよろしくお願い致します。
●挟土 貞吉さん
今自然界が荒れています。また日本の政・官・財の箍が緩み倫理な
き社会となり荒れています。この平成最後の大きな節目の年度、我
がクラブ門前庄次郎会長・田中正躬幹事丸の出航です。何事にも危
機意識を持って品格ある西クラブらしい、楽しいクラブ運営を期待
しています。7 月は法務省主唱｢非行犯罪のない、明るい社会つく
り生運動｣強調月間です。｢愛の一声｣掛けで健全な青少年育成を。
●小森 丈一さん
・今年度はいつもの年よりＩＭ等があり多忙な年となります。門前
会長のリーダーシップに期待しています。今年度も昨年度に引き
続き活気あるクラブにして行きましょう。
・俳壇に掲載されましたので。
●ＳＡＡ一同（田近 毅さん､堺 和信さん､井上 正さん､
榎坂 純一さん､高桑 光範さん､大前 克秀さん）
門前丸の出航お祝い申し上げます。クルーとして頑張ります。
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●井上 正さん
門前会長・田中幹事による新年度がスタートしました。1 年間の活
動が創意と工夫により楽しめるロータリーとなりますよう、委員長
の一人として取り組みたいと思います。1 年間よろしくお願い致し
ます。門前会長より広くロータリー活動を周知してほしいとの名を
受けフェイスブックページを本日立ち上げました。｢高山西ロータ
リークラブ｣と検索していただき、｢いいね！｣をお願いします。
●内田 幸洋さん
ガバナー補佐がいよいよ始まりました。温かく見守っていただきた
いと心から思います。よろしくお願いします。

前日までの荒天にてゴルフコンペは中止となりましたが、恒例の旧会
長幹事慰労・新会長幹事激励懇親会は 7 月 8 日(日)、桃園にて行われ
ました。

●下屋 勝比古さん
交換留学生ノエミに対して、皆様のご協力に心より感謝します。6
月 28 日は早朝よりたくさんの見送りを頂き無事帰国しました。ほ
っと一安心です。
●伊藤 松寿さん
6 月 30 日、次男の惟が無事結婚式を挙げることができました。式
には 29 年前の交換学生のステイシイが息子と共にサンフランシス
コから、また 28 年前の交換学生のイベットが家族 4 人と共にニュ
ーヨークから駆けつけてくれ、華を添えてくれました。ありがとう
ございました。
●古橋 直彦さん
伊藤さん、惟君のご結婚大変おめでとうございました。長女も新婦
の友人で披露宴に出席させていただきました。ありがとうございま
した。
●高桑 光範さん
今週火曜日に家内よりラインで｢ロータリークラブから誕生日プレ
ゼントとして素敵なお花が届きました｣とお花の写真と感謝の気
持ちを表すスタンプとともに連絡がありました。私はといえば、
先般の土日に久しぶりに帰省した際にケーキではなく子供だまし
の和菓子を手土産替わりに買って行っただけでした（笑）
。いつも
素敵なお心遣い、誠にありがとうございます。
●岡田 贊三さん､平 義孝さん､内田 幸洋さん、斎藤 章さん､堺 和信さん､
井辺 一章さん､大村 貴之さん､田中 晶洋さん、新井 典仁さん､
山下 直哉さん、住田 泰典さん､田邊 淳さん､黒木 正人さん､
杉山 和宏さん、松川 英明さん､萱垣 敬慈さん
門前・田中丸の出航をお祝い申し上げます。1 年間よろしくお願い
いたします。
●新井 典仁さん
今年度、ニコニコ委員長を仰せつかりました。今年度の喜捨目標は
大きく 150 万円です！お一人年間約 38,000 円ほどで十分に達成で
きる金額でございます。1 日に直しますと、なんと約 105 円で達成
できる金額でございますので、ぜひご協力のほど宜しくお願い致し
ます！

インスピレーションになろう

