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●幹 事
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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
冬の飛騨
内田 新哉

＜出席報告＞

＜会長の時間＞
少し出席について考えてみたいと思います。 RC 定款 14 条にロ
ータリーの義務について下記の様に明記されています。
1. ＲＩ定款・細則並びにＲＣ定款・細則を遵守すること。
2. 入会金・会費を納入すること。
3. 例会に出席すること。
4. 新会員を推薦すること。
5. 委員会活動、
その他ロータリー・プログラムに参加すること。
6. 雑誌「ザ・ロータリアン」又は「ロータリーの友」を購
読すること
改めて言う処ではありませんが、
『例会に出席する事』は義務と
なっています。では何故出席は義務の一つになっているのでしょう。
それは、ロータリーは友との集いの場『例会』から始まったと言う
ロータリーの原点だからではないでしょうか。四つのテストにある
『好意と友情を深める』大切な場だからだと思います。そしてロー
タリーに於ける親睦の第一歩は例会に出席する事から始まる様に
思います。
また米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道場」と言われた
との事ですが、会員同士の職業を通じての情報交換を通じて学びの
場とし、自己改善を図り友情を深める場とするロータリーの原点の
処だと思います。
そして貴重な時間を割いて例会に出席して頂くには、それに値す
るメリットがなくてはいけません。例会が限られた時間の中で、い
かに魅力が有り、有益な情報を提供出来ているか。それを思うと会
長として胸を張ってそうとは言えない処であり、私としても頑張ら
なければいけない処だと思って居ります。これからも創意と工夫を
凝らしながら、出席して頂ける例会つくりを頑張って行きたいと思
いますので、アドバイス等も含め協力をお願いします。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・１月のロータリーレートについて １ドル 112 円（現行どおり）
◎高山市教育委員会 学校教育課長より
・高山市キャリア教育を考える会総会の開催について
日時
2 月 14 日(木)
14：30～16：00
場所
高山市役所３階行政委員会室
◎ロータリー囲碁同好会日本支部より
・
『第 20 回ロータリー国際囲碁大会』開催のお知らせ
日 時 4 月 7 日(日)9：00～16：00 18：00～表彰式・懇親会
会 場
韓国。大邱市内 徳栄歯科病院ビル６Ｆ
登録料
18,000 円(前夜祭会費、賞品代、懇親会費費含)
＜受贈誌＞
米山記念奨学会(ハイライトよねやま vol.226)、(財)比国育英会バ
ギオ基金 (バギオだより vol.70)、不破ＲＣ（会報）
、本巣ＲＣ（創
立 50 周年記念誌）
、社団法人高山市文化協会(広報高山の文化
No204)、(株)和光 (ロータリーカタログ)
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＜本日のプログラム＞

お祝い

◎会員誕生日
（写真左より）
井辺 一章
１． ３
米澤 久二
１．１０
古橋 直彦
１． ９
◎夫人誕生日
田中
武
米澤 久二
門前庄次郎
堺
和信
垣内 秀文
住田 泰典
◎結婚記念日
伊藤 松寿
長瀬 達三
◎出席表彰

平 義孝
◎３ヶ月表彰
・内田 幸洋
・平
義孝

文子 さん
智子 さん
真理子さん
淳子 さん
優子 さん
理恵 さん

１． ６
１．２５
１．２９
１．１６
１．１８
１． ６

Ｓ４７．１．１１
Ｈ１４．１．３０
内田 幸洋
１８年（当日欠席）

３２年
・斎藤
章
・門前 庄次郎

インスピレーションになろう

門前 庄次郎
・田邊 淳

１２年
・挟土 貞吉

例会報告
◎在籍周年記念表彰
古橋 直彦
２５年

会計中間報告
会計
斎藤 章
今年度は移動例会も多い中、都度皆
様より参加会費にてご協力頂き、本会
計につきましてはおおむね予算通り
で推移しております。しかし特別会計
については、今年度はＩＭへの支出も
あり、また何と言っても会員数減少のため数年前より継続的に本会
計への繰入金があり、今後の財団補助金を活用した事業の遂行、ま
た周年行事の催行等へ向け十分な額を確保できている状態ではあ
りません。特別会費会計についても引き続きご理解ご協力の程お願
い申し上げます。

新会員紹介
株式会社 ゴーアヘッドワークス
代表取締役
蒲 優祐

クラブアッセンブリー
会員増強員長 山下 直哉
任期も半分終わりましたが、現在の
ところ、１月から蒲優佑さんが入会さ
れました。引き続き入会していただけ
るよう活動してゆきます。
また、昨年の 12 月 14 日の担当例会
では「かかわりネット」の竹内さんにご講話いただきました。
ロータリー情報委員長 古橋 直彦
副委員長に田中武さん、委員に井辺一
章さんと、当委員会はパスト会長 3 名の
持ち上がりで構成されています。
下半期に入り蒲優佑（ゆうすけ）さん
が入会されましたが、昨年度、斎藤委員
長さんの時は新入会員オリエンテーシ
ョン開催後に中林さんの入会がありま
した。再度、オリエンテーションを開催し支出で迷惑をおかけしま
したので、今年度は 5 月下旬から 6 月の開催を予定しております。
あと一人でも入会を期待します。テキストは「今日からロータリア
ン」と故服部芳樹パストガバナーの「Ｉ SAVE」を使用します。
また、ロータリー情報委員会の担当例会は 2 月 22 日を予定して
います。例会については本日の理事会で審議頂きます。よろしくお
願いいたします。

環境保全委員長
長瀬 達三
環境保全委員会 委員長の長瀬で
す。副委員長は高桑さん、委員は平さ
んです。
当委員会の基本方針は、高山市内で
行われている環境関連の事業を知り、
ロータリアンとして今後どのような
環境保全活動できるかを考える機会を作る、です。
活動計画は、4 月 12 日の例会時に、環境関連事業の関係者を講
師としてお招きし、講師例会を実施する予定です。以前、私が環境
保全委員長を務めさせていただいた際には、高山市役所の環境関連
部署の担当をお招きし、お話をしていただきましたが、市役所と民
間事業者とが連携した環境関連の事業者をお招きしようと考えて
おりますので、お楽しみください。
と、7 月のクラブアッセンブリーでお話いたしましたが、具体的
には、
「飛騨高山グリーンヒート」という会社の谷渕さんという方
です。同社は、国府にあるしぶきの湯の敷地内に、ドイツ製の木質
ペレット燃料をガス化発電し、中部電力へ電力を販売しつつ、その
際に発生した熱（お湯）をしぶきの湯に販売するという事業を行っ
ており、これは行政と民間が連携した画期的な事業だそうです。も
ともと、環境関連の研究に取り組んでこられた谷渕さんの本業は、
全国のバイオマス発電事業等のコンサルタントですので、今回は全
国各地の事例もご紹介いただきつつ、高山市の取り組み等について
お話いただきます。
青少年奉仕委員長
田中 晶洋
今年度は委員長が私、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で東山中学
校と荘川中学校では、たくさんの方に講師としてご協力いただきあ
りがとうございました。中学校での出前講座は学校からも期待が熱
く、殆どの中学校で出前講座の要望が上がっています。今期は他団
体が１回の出前講座しか行わなかった中、西クラブが唯一２回開催
しました。皆さんのご協力のおかげだと感謝しております。
残す活動は、９カ年皆出席表彰ですが、今年は表彰の仕方につい
て会長といつもと違った表彰方法を考えておりますので、皆さん協
力をお願いいたします。
Ｓ．Ａ．Ａ
田近 毅
・基本方針は例会をスムーズに行
えるよう努力する。
・年2回は指定席にする。
・担当例会は
、
1 回目、
H.30 年9 月28
日夜、坂本酒店の坂本雄一さんを
講師にワインの勉強会をひだしん
サロン棟をお借りして開催。出席者は会員 25 名、奥
様 5 名で大変好評でした。
次回は、3月 15日（金）清見町の道の駅「ななもり」にて
地元の猟師さんを講師に迎え、持ち出し例会を行う。但しシシ
鍋がダメな方は牛鍋にする予定。

インスピレーションになろう

例会報告
クラブ奉仕委員長
鴻野 幸泰
副委員長は平義孝さん、委員には古橋
直彦さん、井上正さん、新井典仁さん、
山下直哉さん、住田泰典さん、田邊淳さ
ん、黒木正人さんです。
基本方針は、会長の方針に従い各委員
会の連携を調整し活性化を図る、です。
昨年の12月21日には文化会館にて夜間移動例会を担当させて頂き
ました。ＣＬＰ委員会の会議報告が米澤直前会長からあり、会員皆
様にて討議していただきました。
会報委員長
黒木 正人
会報委員会の当年度の基本方針は、
大きく SNS 等を使い当クラブの活動
を共有すること、創意と工夫の一環で
会報に「お薦めの本・映画」のコーナ
ーを設け、人生のヒントを共有するこ
とです。
SNS に関しては、行事の都度情報発
信ができていますので、今後も引き続き会員皆様の積極的な参加を
お願いします。また会報の原稿につきましては、早期にメール等で
速やかな送付に協力をお願いします。
「お薦めの本・映画」のコーナーは、原稿が集まらず苦戦してい
ます。今まで掲載したのは、塚本さん、新井さん、田中晶洋さん、
私黒木、すでに原稿を頂いているのは米澤前会長様にとどまってい
ます。原稿は強制するものではなく、自発的にしていただきたいと
考えていますので、是非会員皆さんのお薦めの本・映画などの紹介
をよろしくお願いします。
ニコニコ委員長
新井 典仁
皆さん、こんにちは。ニコニコ委員会
長の新井です。メンバーですが、私と副
委員長に大村さん、委員に松川さんと萱
垣さんです。松川さんは退会されました
ので、新入会員の蒲優祐さんに引き継い
で頂きます。
上半期の活動報告ですが、ニコニコの
披露や寄付とファインの徴収を主に行ってきました。基本方針に則
り、ニコニコの披露などユーモアを交え親睦を増進するように努め
たいと思います。
後半は２月１日に担当例会がありますので、ニコニコの中間報告に
加え、直近８年ほどのニコニコをピックアップし披露したいと思い
ます。下半期もよろしくお願い致します。

＜ニコニコボックス＞
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん
先日の新年家族例会には、多くの会員や奥様方に参加いただき有難
うございました。お陰様で大変盛り上がり楽しい会となり、一年の
スタートの会となりました。段取り等していただきましたＳＡＡの
皆さん、親睦委員会の皆さんご苦労様でした。本日は会計の中間報
告、クラブアッセンブリーです。それぞれの委員長の皆さん宜しく
お願いします。
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん
蒲優祐さんに正式に入会いただき本日より出席いただいています。
今後とも宜しくお願いします。
●田中 武さん、田近 毅さん、岡田 贊三さん
新年家族例会は大変楽しく過ごすことが出来ありがとうございま
した。また自分的には還暦位に思っていましたが、喜寿のお祝いに
きれいなお花頂きありがとうございました。
●田中 武さん
女房の誕生日にきれいなバラの花が届きました。ありがとうござい
ました。
●伊藤 松寿さん
①先日は結婚記念日にプレゼントを頂き誠にありがとうございま
した。妻と共に有効に使わせて頂きます。
②新年例会では津軽三味線奏者のＩｔａｒｕ君に会う事ができ大
変嬉しく思いました。重ねて御礼申し上げます。
●鴻野 幸泰さん
先日の新年家族例会に出席できませんでした。還暦の祝いに綺麗な
赤バラの花束をいただき誠にありがとうございました。本日は鴻野
旅館のお弁当をご利用いただき誠にありがとうございます。
●塚本 直人さん
新年おめでとうございます。1/12 の新年家族例会ではとても楽し
い時間を過ごす事ができ嬉しかったです。門前会長、住田親睦委員
長ありがとうございました。1/3 高山西高校の短期アメリカ語学研
修に行っていた娘が無事帰国しました。少しだけ大人になった感じ
がしました。関係者、ホストファミリーに感謝です。
●小森 丈一さん､阪下 六代さん､斎藤 章さん､井辺 一章さん､
米澤 久二さん､大村 貴之さん､新井 典仁さん､黒木 正人さん
新年家族例会ありがとうございました。今年も良い年になるようよ
ろしくお願いします。
●折茂 謙一さん
病児保育室の拡張工事が終わり 1 月 14 日に内覧会を行いました。
その後毎日満室の盛況です。
●高桑 光範さん
昨年 11 月 26 日に親父が他界、今月 12 日に四十九日法要を無事済
ませ、忌明けとなりました。親父への感謝を忘れず｢日日是好日｣
を座右に置き、一日一日を大切に過ごして参ります。
●米澤 久二さん
テニスの全豪オープンが始まっています。大坂なおみ選手と錦織選
手が勝ち進んでいますが、何より嬉しいことは住友ゴム、ダンロッ
プのボールが公式球として採用されたことです。日本の技術が世界
のテニス界でも認められた事です。
●大前 克秀さん
全国古民家再生協会の月刊誌｢ジャパトラ｣を配布させていただき
ました。一読いただければ幸いです。

インスピレーションになろう

