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＜会長の時間＞
大前さんがソフトミニバレーの練習中にアキレス腱を切られて
入院、手術となりました。お大事にしていただきたいのと、今後ク
ラブ活動の在り方についても検討が必要であると思われます。
2 回目の例会時、台北東海クラブの 25 周年の日程が決まりまし
たので台北のお話をさせていただきました。主に玉蘭荘については
なしをしましたのでもう少し付けたしをさせていただきたいと思
います。当時の例会報告を読みますと田中会長が凄い歓迎会で大変
楽しく行ってきたとの事が書いてあります。私も台北の御歴々と並
ぶ田中会長御夫妻の雄姿が目に浮かんできます。確か内田さんと伊
藤さんのカラオケが大受けだったはずです。
観光は故宮博物院、龍山寺、中正記念堂、九粉といった定番の所
を回りましたが初めてだったので大変勉強になりました。私は台北
に活気を感じました。
ぜひ皆さん来年 4 月台北を楽しみましょう。

＜幹事報告＞
＜受贈誌＞
高山ＲＣ（活動計画書）
、台北市松年福祉會(玉蘭荘だより)

＜出席報告＞
本日

遠藤 隆浩
垣内 秀文
長瀬 達三

第２５８６例会 令和元年７月２６日
ガバナー補佐訪問・クラブアッセンブリー

皆さんロータリーの友の７月
号「今までの人生はこれからの
序章」という記事をお読みにな
られましたでしょうか？各クラ
ブ周ってお読みになっていない
方が多い様なので、ぜひ今日家
に帰ってからお読み下さい。マ
ロニー会長のこれまで、そして
ＲＩ会長となってどうしたい、
という事がよくわかる内容になっています。
一つ目にクラブ、二つ目が家族、三つ目が職業、そして四つ目に
国連、と挙げています。まずクラブの基盤について、例会の開催や
メイクアップ方法等、より柔軟性をもって対応し変えていく事。つ
まり、家族を大事にしながらロータリー活動が出来るよう、クラブ
が家族との時間を補うような経験を提供する場となるようにする
べきであり、また同時に仕事が忙しいからロータリーの活動が出来
ない、あるいは会長幹事にはなれない、という事の無いクラブのあ
り方を求めています。
西クラブ様におかれましても、遠藤会長の下素晴らしいクラブ活
動に溢れた１年であることを祈念いたしまして、私の話は以上とい
たします。

クラブアッセンブリー
出席者数

会員数

出席率

３３名

４１名

８０.４９％

＜本日のプログラム＞ ガバナー補佐訪問

濃飛グループガバナー補佐

清水 幸平 様

ガバナー補佐の役割として、ＲＩ会長そして辻ガバナーの方針を
皆様にお伝えするというのが大きな役目であると思っております。
本日はマロニーＲＩ会長のサンディエゴでの国際協議会のスピー
チＤＶＤをお持ちしましたのでまずこちらをご覧ください。

２０１９－２０２０年度
高山西ロータリークラブ テーマ

会報委員長 長瀬達三 代理
副委員長 萱垣 敬慈
委員長の長瀬さんが欠席ですので、
副委員長の私萱垣が発表します。そし
て本日カメラマンデビューの高井道
子さん併せての３人態勢となります。
基本方針は「当クラブの活動をしっかりと記録し、ＬＩＮＥや e
メール等を駆使して会員が会報に接する機会を増やす」です。予算
としましては７月１日付に本本年度版へと更新されましたＨＰ管
理費、および担当例会分として 70,000 円を計上しています。

職業分類・選考委員長
岡田 贊三
副委員長は折茂謙一さん、委員は井辺
一章さんです。基本方針は「地域社会の
急激な変化に応じそれに伴う新しい職
業にロータリーを開放し、バランスのと
れた会員構成に努力する」です。
計画として、1.会員増強委員会と連携
をとりながら、新会員の発掘に努める
2.基本方針にのっとり、新しい職業への関心を強めていく、3.
職業分類における諸問題について理事会に諮り充填に努力する 4.
必要に応じ、職業分類を新しくオープンすることに留意する、です。

未来につなぐロータリー

例会報告
計画は 1. 米山奨学事業を会員に説明して理解を求める、2.米山
奨学事業について啓蒙を行う。としています。
我が委員会の事業は前期 4 月 19 日のクラブ例会にて、伊藤松寿
さんが地区協議会報告の際怒りながらお話しされた通りであり、ま
た同じく 4 月 26 日阪下委員長の下、村瀬地区米山奨学委員長の講
話にありましたように、地区委員長命令で我がクラブが来年 4 月か
ら世話クラブとして米山奨学生を受け入れよ、となっております。
なおその際のカウンセラーは伊藤松寿さんにお願いし快く引き受
けて頂いている所です。学生の受入詳細はまだ確定しておらず、
11 月の地区説明会を受けて報告お願いする事になりますのでご理
解・ご協力宜しくお願いいたします。

社会奉仕・ヘルス委員長 山下 直哉
今年度、社会奉仕・ヘルス委員会の
委員長を仰せつかりました、山下直哉
です。よろしくお願いいたします。副
委員長に斎藤章さん、委員に鴻野幸泰
さんの３人でやっていきます。
基本方針として社会奉仕を実践し、
地域社会へ貢献し、ロータリーへの理
解を深めてもらうです。
活動としましては８月４日、３月８日の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大会。１０月１９日に行われる予定
の福祉フェスティバルへの協力です。１年間よろしくお願いいたし
ます。

＜ニコニコボックス＞

インターアクト委員長 新井 典仁
皆さんこんにちは！今年度、イン
ターアクト委員長を仰せつかりまし
た新井典仁です。委員会メンバーは、
副委員長に長瀬達三さん、委員に蒲優
祐さんです。
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。ということです。
活動計画としましては、8 月 4 日、5 日と IA 年次大会が斐太高校
をホストクラブとして乗鞍青年の家で行われます。韓国派遣は今年
度ありません。
IA 飛騨地区協議会を 10 月 20 日に予定しています。
I.A.C 顧問教師部会は 5 月に岐阜市で行われました。高山 RC 高山
西 RC 合同懇親会が 7 月 22 日に行われました。
担当例会は来年の 5 月を予定しており、内容は今後計画して参り
ます。一年間よろしくお願いいたします。
国際奉仕委員長
田邊 淳
副委員長に杉山 和宏さん、委員は田
中 晶洋さんです。
基本方針は「国際交流・友好に努め、
台北東海ロータリークラブ 25 周年記
念行事へ参加し会員の友好に努める」
です。
本日の会長の話でも触れられまし
たが、2020 年 4 月 24 日（金）から 2 泊 3 日の予定で、台北東海ロ
ータリークラブ 25 周年記念行事参加旅行を計画中です。前回の
2015 年には 23 名のメンバーに参加頂き、台北東海ロータリークラ
ブとの懇親を深めました。本年度も前回を超えるメンバーに参加頂
きたいと思います。また同旅行では海外の他クラブメンバーや玉蘭
荘の方との交流を行います、これはこの旅行でない貴重な体験です。
是非皆さんのご参加をお待ちしております。

米山奨学委員長

挟土 貞吉

副委員長に田中武さん、委員にベテラ
ンの伊藤松寿さんです。
基本方針は「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。世話クラブを引き受け、
学部学生あるいは大学院生を受け入れ
る。カウンセラーを決める」としています。
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●濃飛グループガバナー補佐 清水 幸平 様
今年一年間どうか宜しくお願いいたします。
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん
清水アシスタントガバナーの来訪を歓迎申し上げます。本日はクラ
ブアッセンブリー後半です。委員長の皆様よろしくお願い致します。
●小森 丈一さん
清水ＡＧのご来訪を心より歓迎致します。この一年のご活躍に期待
しています。
●内田 幸洋さん
清水幸平ＡＧ、これからの１年間ご苦労様です。私の出来なかった
分よろしくお願いします。
●挟土 貞吉さん
濃飛グループガバナー補佐 清水幸平 様、この一年ご苦労様です。
ご指導宜しくお願いします。
●阪下 六代さん､斎藤 章さん、門前 庄次郎さん､堺 和信さん
山下 直哉さん
清水幸平濃飛グループガバナー補佐のご来会を歓迎いたします。こ
の一年のご指導よろしくお願いいたします。
●米澤 久二さん､下屋 勝比古さん
第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 清水幸平さんのご来訪を
歓迎します。厳しくも慈愛に満ちたご指導をよろしくお願いしま
す。
●古橋 直彦さん
濃飛グループガバナー補佐 清水幸平 様のご来訪を歓迎致します。
スピーチまでは聞けると思いますが、本日早退させて頂きます。
●下屋 勝比古さん
本日、私の下屋鍼灸接骨院は開院２５周年を迎えました。地域に根
ざし、皆さんに愛され今後も精進いたします。よろしくお願いしま
す。
●高井 道子さん
今朝ホームページ制作会社の方がみえてヒアリングを受け、ぼのぼ
の朝日ネットワークの存在意義を再確認させて下さいました。自然
体の地域貢献と言って下さいました。ロータリーの一員としても頑
張りたいです。
●中林 康弘さん
先日ソフトミニの練習中、大前さんがアキレス腱を切るという大ケ
ガをされました。本日手術するとの事で早期の回復を祈っていま
す。また明日は桐生町の夏祭りがスーパーさとうで行われます。お
時間がある方、是非いらして下さい。台風の影響が心配です。
●伊藤 松寿さん､平 義孝さん､井辺 一章さん､田中 武さん､
遠藤 隆浩さん､田中 正躬さん､大村 貴之さん､杉山 和宏さん､
萱垣 敬慈さん
今週はなんと!!メンバー４人が誕生日を迎えました!!今日は田近
さん、大村さん!!25 日は岡田さん!!28 日は田中正躬さん!!益々の
ご活躍をお祈り申し上げます!!

未来につなぐロータリー

