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｢おなじ星を見ていた - ギアリンクスの架ける虹-｣より
ほたるの海
内田 新哉

＜会長の時間＞

＜幹事報告＞

こんにちは。暑かった 8 月も
いよいよ終わりになります。台
風も心配な処でございますが、
これからは残暑も和らぎ、過ご
しやすい日々になって行く事を
願いたいと思います。
さて 8 月の例会を振り返りますと、二回移動例会をやらせて頂き
ました。お盆前には天満神社にて浴衣例会を行いました。今回は、
奥様方にも声を掛けさせて頂きました。残念ながら少し奥様方の参
加は少な目で浴衣では出にくいのかななんて感じましたが、親睦委
員さん達の盛り上げも有り、楽しくあっという間に終わった様に感
じました。住田委員長を初め親睦委員の皆さん有難うございました。
また、先週の日曜日には第 70 回の高山西 RC 杯争奪ソフトミニバ
レーの大会と言う事で、例会を大会会場でやらせて頂きました。例
会に参加頂き、大会を見て頂きました皆様は如何だったでしょうか。
頑張って見える参加者の皆さんを見られて、自分もやってみたいな
と思われた方も見えるんじゃないでしょうか。また交流会に参加さ
れた皆様も、ご苦労様でした。一日結構ハードでしたから、まだ筋
肉痛の方も見えるんじゃないかと思います。基礎的な処から教えて
頂き、交流試合もやらせて頂きました。参加された方からも良かっ
た、楽しかったと言っていただき、嬉しく思いました。
折角西 RC の名前を付けて頂いていますので、協力金を出すだけ
でなく、私達もいい形で関わって行く事も大切なのかなと改めて感
じています。
そして第一例会は、会員増強の担当例会でした。委員長の山下さ
んに良いお話をして頂きましたが、それ以上の内容を会報にアップ
して頂いています。皆さん西クラブのホームページを見て頂いてい
ますか。この記事をぜひ一読頂きたいと思います。
文章をお借りしますと、世界でクラブの平均会員数は 34 人だそ
うです。そして最も多いのは会員が 20 名のクラブだそうで、少し
少ないなとの印象を抱きます。我がクラブ見ますと現在会員は 40
名です。現在の活動内容を考えますと、少ない様に思いますし、当
面の目標として 50 名位までは目指したいなと思います。
ロータリーの魅力の一つとして職業・年齢・性別などのメンバー
の多様性があると思います。幅広い会員の知識や経験があってこそ、
より充実したクラブになる様に思います。ゆえに会員増強・会員維
持が大切に思います。今年度増強委員会と共に会員増強にしっかり
取り組んで行きたいと思っています。皆様の協力を改めてお願いし、
会長の時間とさせて頂きます。

◎ＲＩ日本事務局より
・９月のロータリーレートについて
１ドル １１２円（現行どおり）
◎ガバナー、地区ロータリー財団部門委員長より
・
「2018-2019年度第2回ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー」
日
時
10 月 20 日(土) 12：00 開会 16：30 閉会
場
所
ホテルグリーンパーク津
出席要請
2019-20 年度会長、財団委員長のいずれか１名
◎津北ロータリークラブより
・インターアクト年次大会の御礼
◎米山梅吉記念館より
・秋季例祭のご案内および「賛助会員」
「100円募金運動」のお願い
例祭日時
9 月 15 日(土) 14：00～
場
所
米山梅吉記念館ホール
賛助会員登録
一口 3,000 円にて一年間会員登録
◎高山市都市提携委員会より
・友好都市提携30周年記念上山市市民ツアーの開催について（ご案内）
日時
11 月 13 日（火）～15 日（木）
参加料 45,000 円
申込
9 月 30 日までに高山エース旅行センターまで
◎光記念館より
・光ミュージアム特別展のご案内および招待券・優待券
広重 東海道五十三次展 期日 9月22日(土)～12月16日(日)
＜例会変更＞
高山中央 … 9 月 17 日（月）は、法定休日（敬老の日） のため、休会
9月21日
（金）
は、
3RCＣ合同ガバナー公式訪問例会のため、
高山グリーンホテル にて例会開催
9月24日（月）は、法定休日（秋分の日振替）のため、休会
＜受贈誌＞
美濃加茂ＲＣ（会報、活動計画書）
、財団法人米山梅吉記念館
(館報 Vo32)、社団法人高山市文化協会（広報高山の文化 No201、
高山メセナメイト会報 No65）
、岐阜県環境生活部人権施策推進
課長(人権だより No74)

＜出席報告＞
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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＞
ガバナー補佐ご臨席クラブアッセンブリー
会員増強委員長
山下 直哉
副委員長が田中晶洋さんで２人
態勢で進めていきますのでよ
ろしくおねがいしたします。
基本方針は高山西ロータリーク
ラブを一緒に楽しめる人材の増強
と現会員の退会防止に努めるです。
一年間よろしくお願いいたします。
現在、下手な鉄砲、数うちゃ当たる方式で入会候補者の訪問を
行っています。なんとか早めに１人入会していただき、会長も言
っておられた女性会員の入会促進もやっていく予定です。

出席・プログラム委員長
田邊 淳
メンバーは副委員長に塚本さん、
委員に狭土さんです。
基本方針は昨年同様ですが
①各委員会と連携し、会員の為に
なるプログラム開催をサポート
②出席率の向上を目指す
出席率向上の為、今年度は「ベテラン会員同行のメイク日」を
設定します。近日、門前会長同行のメイク日を設定したいと予定
しております。
過去出席率データから推察するに、現在は出席率 80％台となっ
ておりますが、メイクを今までより月平均で 5 回（人）増し、年
間出席率 90％台を目指します。止む無く欠席の場合、ふるってメ
イクしましょう

社会奉仕・ヘルス委員長
大村 貴之
副委員長：松川英明 委員：田
近毅、山下直哉
基本方針は、『社会奉仕活動の
実践を通じ、地域社会へ貢献する』
活動報告として、８月２６日第
70 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選手権大会が行われ、移動例会に出
席いただき大会の様子を見ていただきました。選手の中には、井
上さん家族の親子３代の参加や当クラブから交換留学した萱垣
さんの娘さんの姿もありました。第７０回の記念事業として、初
心者講習『ソフトミニの集い』を行っていただき、一般の参加は
少なかったものの当クラブからは１０名が参加し、ルール指導を
受けながら楽しく汗をかくことが出来ました。２月には、第７１
回大会がありますので今後も大切な継続事業として行っていき
ます。
また 10 月 20 日高山市社会福祉協議会主催の『福祉フェステ
ィバル』に協力し、バザー（豚汁予定）やポリオワクチンの募金
活動を計画しております。詳細はまだ決まっておりませんが、移
動例会になりますので出席とご協力をよろしくお願いします。

青少年奉仕委員長
田中 晶洋
今年度は、副委員長に黒木さん、
委員は堺さん向井さん中林さんの
5 名です。
基本方針は①青少年の皆出席表
彰や活動への協賛を通じて支援す
る。②キャリア教育の一環である
出前講座を通じて青少年に人生や職業に対する夢を与える、です。
青少年奉仕委員会の活動は出前講座がメインの活動になって
きています。９月１４日の東山中学校での出前講座にはたくさん
の講師の方に出ていただけそうで、ありがとうございます。子供
たちも、社会で活躍されている大人たちの話を、聞ける機会であ
ると大変楽しみにして見えるそうです。東山中学校の次は１０月
に荘川学校なのですが、次回はロータリーメンバーだけでなくて、
社員の方やお友達で是非出前講座で話してみたいという方にも
参加していただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいた
します。

インターアクト委員長
杉山 和宏
副委員長に新井さん、委員に
住田さんの３名での委員会で
す。
基本方針は、「学校と連携し
てインターアクトクラブの活
動を推進し、社会奉仕と国際交
流の機会を提供することで、次
世代を担う青少年の育成に貢献する」と壮大なものとなっており
ますが、具体的には飛騨高山高校のインターアクトクラブの活動
支援となります。
今日は８月末日ということで今年度に入って２ヶ月が経とう
としておりますが、ＩＡ委員会の活動は予定の半分近く進んでお
ります。５月に四日市での顧問教師部会、７月に高山ＲＣ合同懇
親会、８月４，５日は津市でインターアクト年次大会が実施され
ました。
韓国派遣は今年度も希望者無しということで、当クラブとして
は実施しておりません。
今後の予定としては、来週９月７日の例会にて年次大会の報告、
１０月２１日に飛騨地区協議会、そして来年５月１９日に移動例
会を計画しています。
５月の移動例会では、門前会長と「何かこれまでに無い面白く
役立つこと」を検討し、奉仕作業として、飛騨高山高校からスカ
イパークへ抜ける遊歩道の整備を生徒たちと一緒に行う予定で
す。何分、女子生徒しかおりませんので、力自慢の会員の皆様に
は是非ご参加をお願いいたします。
インターアクトはその名の通り「奉仕と国際交流」ですが、主
人公はインターアクトクラブの生徒たちですので、ベテランの荒
川先生としっかり連携して、活動を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

インスピレーションになろう
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濃飛グループガバナー補佐

内田 幸洋 様

本日は第２回目のガバナー補佐訪問の最終回、６クラブ目です。
来週には地区内唯一の単一クラブで公式訪問を行う下呂クラブに
行ってきます。他クラブの補佐訪問時では例会時間が１５分残って
「後は補佐よろしく」などと言われて焦ったりしました。本日はホ
ームクラブという事で気楽にやらせていただきたく、私の時間は５

●挟土 貞吉さん
・内田幸洋ガバナー補佐のホームクラブ訪問、歓迎します。ご苦
労様です。
・先週日曜日持ち出し例会西クラブ主催ソフトミニバレー70 回記
念大会を観戦し、ママさん達の生き生きした笑顔と汗こそが健
康と家庭円満への我がクラブ誇るべき継続事業であると再確
認しました。女性会員入会獲得の為にも大事な事業だと思いま
す、続けて下さい。
●平 義孝さん､斎藤 章さん､古橋 直彦さん､田中 武さん､
米澤 久二さん､遠藤 隆浩さん､鴻野 幸泰さん､垣内 秀文さん、
田中 晶洋さん､黒木 正人さん､萱垣 敬慈さん
国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 内田 幸
洋様を歓迎いたします。
●小森 丈一さん､田近 毅さん､堺 和信さん､遠藤 隆浩さん､
大村 貴之さん､井上 正さん､山下 直哉さん､田邊 淳さん､
杉山 和宏さん､高桑 光範さん
第 70 回高山西ロータリー杯争奪高山市ソフトミニバレーボール
大会お疲れさまでした。

分程という事でお願いします。
さて、補佐訪問も２巡目となり、各クラブの違いというものがよ
うやく見えて参りました。高山地区でも他の２クラブは会報委員会
に多額の予算を配分していますが、これは編集作業等を外部委託し
ているためです。西ＲＣの、低予算かつ例会時までに前回例会の会
報をＨＰで閲覧できる体制を維持するため、例会発表時の原稿につ
いて迅速に事務局へ提出するご協力を会員皆様にお願いします。
また、クラブの組織の違いも活動計画書を拝見すると一目瞭然で
す。我が西ＲＣはいまだに｢四大奉仕｣の時代を引き摺った委員会構
成となっていますが、今後はＣＬＰを取り入れた組織づくりに着手
していただきたいと思います。
他クラブ訪問しますと、会員数の少ないクラブの出席率が少ない
例会となりますと、やはり寂しさを感じます。各委員長さんの発表
をお伺いしましたが、会員数と出席率８０％以上、ぜひ維持向上を
お願いします。

＜ニコニコボックス＞
●濃飛グループガバナー補佐
内田 幸洋 様
2 回目の訪問です。よろしくお願いします。ホームクラブですの
でホッとします。
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん
・国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 内田
幸洋 様、ようこそお越し頂きました。本日のクラブアッセン
ブリー、ご指導をよろしくお願いします。
・8 月 10 日の｢ゆかた例会｣は多くの皆様に参加いただき有難うご
ざいました。新築の天満神社の社務所でやらせて頂き、楽しい
時間を過ごせました。住田親睦委員長をはじめ、親睦委員の皆
さんありがとうございました。
・先週日曜日の第 70 回高山西ロータリー杯争奪高山市ソフトミ
ニバレーボール大会は節目の大会という事もあり移動例会に
させていただきました。改めて会員の皆さんに大会を見ていた
だけて良かったと思っています。これからもこの大会と良い関
りをもって行けるとよいと思っています。

今回で第７０回（年２回開催）を迎える『高山西ＲＣ杯争奪ソ
フトミニバレーボール選手権大会』が８月２６日に行われ、５部
門４０チーム約１９０名が参加。最年少が高校生、最高齢が７３
歳と幅広い年齢層の方がみえ、中には親子３代での参加や、当ク
ラブから交換留学生に派遣した生徒の姿もありました。各チーム
が優勝めざし白熱した試合が繰り広げられました。
当クラブは、第７回大会から後援を始め、長きにわたり選手の
皆様とも交流をしてまいりました。
また第７０回記念事業として、初心者講習会『ソフトミニの集
い』を開き、ソフトミニバレーボールの経験がない方・チームに
所属していない方など市民の参加を呼びかけ、当クラブからも１
０名が参加しルール指導を受け楽しくプレーをしました。最初は
、慣れないボールに悪戦苦闘しておりましたが、簡単なルールと
和やかな雰囲気の中、常に笑いが絶えずたくさんの汗をかくこと
が出来ました。
今後も当クラブの大切な事業として活動を続け、多くの方にソ
フトミニバレーボールの楽しさが広がっていくことを願ってい
ます。
※ソフトミニバレーボールとは、柔らかいボールでバレーボー
ルを行う生涯スポーツとして楽しまれています。

インスピレーションになろう

