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岐阜県

2019-2020 年度ＲＩテーマ

濃飛グループ

創立１９６６年１月１５日

例会報告
●例会日
●例会場

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
●会 長
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●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について １ドル 108 円（現行 110 円）
◎ガバナー、地区代表幹事より
・第 2630 地区 2019-2020 年度ガバナー事務所、
および 2019 年地区大会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 1920taikai@rid2630.org
執務時間
10:00～16:00
・COOL BIZ（クールビズ）実施のご案内並びにお願い
期間：6 月 1 日～ 9 月 30 日まで
・｢2019-20 年度地区役員・地区幹事名簿｣発送のご案内
および地区代表幹事変更のご案内
◎ガバナーエレクトより
・第 2630 地区 2019-2020 ガバナーエレクト事務所開設のご案内
〒506-0011 高山市本町 1-2 飛騨信用組合本町ｻﾃﾗｲﾄ出張所３Ｆ
TEL
0577－32－2630 FAX 0577－36－1488
E-Mail 2021@rid2630.jp
執務時間
10:00～15:00
・研修セミナー日程等のお知らせ
会長エレクト研修セミナー2020 年 3 月 14・15 日（土・日）
ひだホテルプラザ
地区研修協議会
4 月 19 日（日）
飛騨世界生活文化センター
地区大会
11 月 7・8 日（土・日）
高山市民文化会館
◎直前ガバナーより
・２
０
１
９
年規定審議会クラブと地区に関連する重要な変更
・２
０
１
８
～
２
０
１
９
年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
◎濃飛グループガバナー補佐より
・第１回ガバナー補佐訪問について
日時７月２６日（金）
◎ガバナー、奉仕プロジェクト部門委員長、国際奉仕委員会長より
・地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内
第１回 8 月 30 日(金)申請受付締切 9 月末交付決定
第 2 回 12 月 25 日(水)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
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遠藤 隆浩
垣内 秀文
長瀬 達三

第.2583 例会 令和元年７月５日

お祝い・新役員挨拶

◎ロータリー囲碁同好会より
・
『第１８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5日(土)9:30 登録受付 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
共
催
第 2580、2750 両地区
ホスト 東京ＲＣ
登録料
7,000 円（昼食代、賞品等含む）
◎高山中央ロータリークラブ より
・高山５クラブ親善ゴルフコンペのご案内
日
時 10月22日(火・祝) 9：34スタート(アウト・イン同時)
場
所 飛騨高山カントリークラブ
表 彰 式 ひだホテルプラザ
18：30～
参 加 費 8,000 円
＊プレー代は各自で清算
申込締切 9 月 20 日(金)
＜例会変更＞
高
山 … 7 月 11 日(木)は、夜例会 のため 18：30～
高山信用金庫例会場 に 変更
高山中央 … 7 月 15 日 (月)は、法定休日(海の日)のため、休会
7 月 29 日（月）は、納涼浴衣例会 のため
18：30～ 山陣 に 変更

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

36 名

1名

37 名

41 名

90.24%

本日

33 名

－

33 名

41 名

80.49％

＜本日のプログラム＞
◎会員誕生日 (写真左より)

お祝い
当日欠席：田中 正躬 7.28

小森丈一、平義孝、岡田贊三、田近毅、阪下六代、門前庄次郎、中林康弘、大村貴之

7.20､ 7.2、 7.25、 7.26、 7.11、

7.22、 7.15、 7.26

未来につなぐロータリー

例会報告
◎配偶者誕生日 (当日、ご自宅に花束をお届け)
◎結婚記念日

なし
なし

◎出席表彰
斎藤
章
２９年
◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
内田 幸洋、 斎藤
章、 阪下 六代、 長瀬 達三、
挾土 貞吉、 平
義孝、 門前庄次郎

役員挨拶
会長エレクト
堺 和信
１年間、会長エレクトを務めさせて
いただきます堺です。よろしくお願い
致します。
私も、高山西ロータリーに入らせて
いただき早いもので１５年目を迎え
ております。３年前に幹事を務めさせ
ていただいたばかりなのに、来年度会長ということで、昔は幹事を
務めてから１０年くらい経験をした後にようやく会長になれるよ
うでしたが、年々早くなってきているようです。
１年間、遠藤会長・垣内幹事の活動や行動を共にして勉強させて
頂き、次年度への活動に繋げたいと思いますのでよろしくお願いい
たします。

◎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
新井 典仁
前年度のニコニコ年間発表をさせて
頂きます。
今回は年間を通じて、投函件数が多か
った方と総計金額が多かった方にそれぞれ敬意を表しランキング
１位から５位までの方を発表させて頂きます。会長・幹事・ニコニ
コ委員につきましてはランキングから除外させて頂いております。
発表しましたら名前をお呼びする都度、拍手のほうをお願い致し
ます。ただし、記念品の贈呈につきましては投函件数第一位の方と
総計金額第一位の方それぞれ１名ずつ計２名の方のみとさせて頂
きますので、ご了承のほど宜しくお願い致します。発表が終わりま
したら、それぞれの第一位の方は前の方に出てきて頂きたいと思い
ます。
それでは、投函件数の第５位の方から発表致します。
【 投函件数ランキング 】
第5 位
25 回
田中武さん
第4 位
26 回
伊藤松寿さん
第3 位
28 回
内田幸洋さん
第2 位
29 回
遠藤隆浩さん
同
29 回
米澤久二さん
第1 位
30 回
鴻野幸泰さん
【 総計金額ランキング 】
第５位 37,500 円 古橋直彦さん
第４位 39,000 円 山下直哉さん
第３位 43,500 円 伊藤松寿さん
同
43,500 円 米澤久二さん
第２位 48,500 円 鴻野幸泰さん
第１位 63,000 円 内田幸洋さん
以上、ニコニコ年間表彰でした。
皆様、一年間ご協力有難うございました！

新会員紹介
推薦者 田近 毅

新興自動車（株）代表取締役
井口 大輔
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副幹事
下屋 勝比古
今年度、副幹事という大役を仰せつ
かりました。どうぞよろしくお願い申
し上げます。
入会してまだ 10 年にも満たない私
ではありますが、来年度会長をお支え
する立場として、1 年間例会の運営や
いろいろな『奉仕』についてしっかり
勉強させていただきます。
初めての正面での食事は、味もわからないくらい緊張しておりま
す。みなさんの反応を見ながら、みなさんが興味のありそうなこと
を観察するのも大切なことなのでしょう。
これから 1 年間、自分のできることを発見し改善しつつ来年に向
けて最大限の準備をしていきますので、どうぞよろしくお願い申し
上げます。
副会長
米澤 久二
縁がありましてＲＣの副会長を引
き受けることになりました。
遠藤新会長のもと「未来につなぐ」ロ
ータリークラブを皆さんと
ともに支えていきたいと思います。皆
様のお力添えよろしくお願いします。

幹事
垣内 秀文
今年度西クラブの幹事職を
拝命いたしました垣内です、
どうぞよろしくお願い申し上
げます。
当クラブに入会させて頂き
まして 10 年の月日が経ちま
した、入会当初はお歴々の皆
様の前で右往左往するばかり
で、本日このように幹事とし
て挨拶をしている自分を想像
できる状態ではありませんでした
遠藤会長は私より学年で言うと一つ下ではありますが、ロータリ
ー歴をはじめ、財力、知名度、行動力全て私より上であり助言でき
る立場ではありませんが人生経験の一年の長を何とか生かし遠藤
会長の思い描く「未来につなぐロータリー」の実現に向けての一助
になればと微力ではありますが精一杯、幹事職を全うしていきます。

未来につなぐロータリー

例会報告
又、4 月に行われた地区協議会では会長は象徴であり幹事は汚れ
役、嫌われ役を買って出ろとの説明がありましたが、我がクラブで
今まで私が嫌いになった幹事さんは誰一人といませんので、私も出
来るだけ仲良く愛される幹事でいたいと思いますので皆様切にお
願いを申し上げます
最後に本日より井口さんが入会され、今年度は 41 名からのスタ
ートとなります、何れにしても緊縮財政での船出となり会員の皆様
には何かと負担もかかる事とは思いますが、何とか皆さんで会員増
強に取り組み目標は高く純増 10 名を目指し頑張っていきましょう

会長
遠藤 隆浩
社会・経済構造の変化、人口の減少、地域社会・経済の衰退は多
数のロータリークラブの現状にも大きく影響しているものと思わ
れます。高山市を拠点とする我が高山西ロータリークラブも地域の
特殊性を加味しても例外ではありません。会員数の減少、定着率の
問題、そして例会とイベントへの出席率の低下がそれを現わしてい
ます。今、他のロータリークラブと同様に高山西ロータリークラブ
が分岐点にたっているとするならば我々は何を考え、何をすること
が必要なのでしょうか。
2019～2020 年度の活動方針を「未来につなぐロータリー」とさ
せていただきました。通常の例会、地区大会・IM 等への出席、各
イベントへの参加を通じて会員一人一人にロータリークラブの楽
しさ、やりがいを感じていただくことがまずは高山西ロータリーク
ラブを未来につなげていくためには大事なことだと思っています。
特に比較的新しい会員の方々はぜひ活動へ参加して下さい。共に語
らい共に活動するなかでロータリーの魅力に触れていただきたい
のです。
また今年度は大きなイベントとして小学生を対象とした「防災と
自然にふれる体験学習」というロータリー財団補助金事業、そして
長年友好をあたためてきた台北ロータリー25 周年記念行事への参
加を予定しています。
そして高山西ロータリークラブの未来への存続のために検討を
続けてきたＣＬＰの具体化としてのクラブがより機能的、合理的に
運営されるための組織変更を実際に 2020 年度から行えるように今
年度で手続きをすすめたいと思います。
それと女性会員を含めた会員増強を積極的に行い会員数 50 名を
目指したいです。
どうか一年間何卒よろしくお願いいたします。共にロータリーを
たのしみましょう。
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＜ニコニコボックス＞
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん
本日より 1 年間、高山西ロータリークラブの会長・幹事を務めさせ
て頂きます。活動方針｢未来につなぐロータリー｣の下、ロータリー
活動を通して新たなるやりがいを見つけ、親睦を深めおおいに楽し
み、次年度次々年度そして未来に繋げていきましょう。皆様方のご
協力を重ねてお願い申し上げます。また、本日よりご入会いただき
ました井口大輔さん、ようこそ西クラブへ。末永く宜しくお願い致
します。
●小森 丈一さん
いよいよ遠藤垣内丸が出航しました。全員が乗務員で乗客はいませ
ん。セウォル号の様な事のない様、各自が自分の持ち場の職務に努
め、安全な航海が出来る事を願っています。船長、一等航海士、よ
ろしくお願いします。
●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､田近 毅さん､平 義孝さん､
内田 幸洋さん、斎藤 章さん､古橋 直彦さん、井辺 一章さん､
米澤 久二さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､堺 和信さん､
鴻野 幸泰さん､下屋 勝比古さん､大村 貴之さん､新井 典仁さん､
山下 直哉さん、黒木 正人さん､杉山 和宏さん、榎坂 純一さん､
萱垣 敬慈さん、中林 康弘さん
祝!!遠藤丸出港！！2019-2020 高山西ＲＣ遠藤会長・垣内幹事が 1
年間威風堂々と航海できますようしっかり支えて参ります！！
●田近 毅さん､新井 典仁さん、田邊 淳さん
井口大輔さんの入会を歓迎いたします。これからも宜しくお願いし
ます。
●挟土 貞吉さん
①遠藤隆浩会長、垣内秀文幹事丸が今期、初めての女性会員乗船さ
せ愈々の出航です。｢夢、ときめき、愛｣ある楽しい例会運営で更
なる会員増強を図り、会長テーマ未来に繋げる西クラブが実りあ
る年度となる事大いに期待いたします。
②井口大輔さんの入会お待ちいたしていました。亡き親父さんもき
っと喜んでお見えと思います。天職を高め、楽しみながら仲間を
増やしてください。
③黒木正人さんの飛騨信用組合理事長、ご就任誠におめでとうござ
います。
●阪下 六代さん､斎藤 章さん､井辺 一章さん､米澤 久二さん､
鴻野 幸泰さん
黒木さん、ひだ信理事長就任、誠におめでとうございます。今後飛
騨地域の経済発展のため、多額の貸出をして頂きます様お願いしま
す。
●黒木 正人さん
今般のひだしん理事長就任に際しまして、心温まるメッセージを沢
山いただきましてありがとうございました。引き続き地域のために
頑張りますので今まで以上に超仲良くして下さい。よろしくお願い
します。
●長瀬 達三さん
初めて 3 カ月出席で 500 円払いました。100％出席目指して頑張り
ます。
●田邊 淳さん
今年で 4 回目となる地域通訳案内養成講座を今年も実施します。今
年は中国語の通訳を養成します。チラシをホワイトボードに貼付し
ておりますので、お知り合いの方にご紹介願います。

未来につなぐロータリー

例会報告

コンペ優勝は井口さん!!

内田ガバナー補佐、1 年間大変
お疲れ様でした。

田中晶洋親睦委員長、
期待しています。

門前会長・田中正躬幹事、1 年間お疲れ様でした。遠藤会長・垣内
幹事、これから 1 年よろしくお願い致します。

恒例の旧会長幹事慰労・新会長幹事激励ゴルフコンペ・懇親会は、
今回ガバナー補佐の大役を無事終えられた内田さんの慰労も併せ、
7 月 7 日(日)、
飛騨高山カントリークラブおよび桃園で行われました。
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未来につなぐロータリー

