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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

＜会長の時間＞
この間、岐阜へ行った帰りにせせらぎ街道を走ろうと郡上八幡でイ
ンターを降りたところ郡上八幡の町が丁度紅葉の季節ということ
もあったんでしょうが観光客であふれかえっていて驚きました。し
かも日本人観光客が多く、昼時だったのでどの店も行列ができてい
るような状態でした。昨今、飛騨高山が観光で賑わっているという
ことを受けて県では３Ｇと言って、岐阜市、下呂市、郡上八幡市の
観光客誘致に力をいれているようです。高山市も今一度観光政策を
見直す時期にきているように思います。
前回、事業承継のお話をさせていただきましたが、事業計画を立
て数値目標を決め新しい経営者がトップに立って行動を起こした
結果、数値目標を達成はしたが人が疲弊してしまったという例はよ
く見受けられることです。経営者というのは社員全員に最高の働き
と能力を求めがちです。会社経営に３・４・３の法則というのがあ
ります。できる社員３、普通の社員４、あまりできない社員３とい
うものです。できる社員１０を求めがちですが３・４・３ぐらいが
バランス的、現実的にはいいのではないでしょうか。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・１２月のロータリーレートについて １ドル １０８円（現行どおり）
・
「疾病予防と会治療月間」リソースのご案内
◎一財団法人比国育英会バギオ基金より
・基金へのご寄付のお願い
＜例会変更＞
高
山 ……… 1 月 2 日（木）は、定款により 休会
1 月 9 日（木）は、新年例会のため、
17：30～ 洲さき に 変更
1 月 30 日（木）は、定款により 休会
高山中央 ……… 12 月 23 日（月）は、忘年例会のため
18：30～ 銀風 に 変更
12 月 30 日（月）は、定款により 休会
1 月 6 日（月）は、定款により 休会
1 月 13 日（月）は、法定休日のため休会
1 月 20 日（月）は、新年家族例会のため
18：30～ ひだホテルプラザ に 変更
可

児 ………

遠藤 隆浩
垣内 秀文
長瀬 達三

第２６０３回例会 令和元年１２月６日
お祝い・年次総会。国際奉仕委員会

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日 … 当日欠席
向井 公規
１２．２１
新井 典仁
１２． １
榎坂 純一
１２．１７
大前 克秀
１２．１７
◎パートナー誕生日（当日ご自宅に花束をお届け）
挾土 貞吉
輝 子
さん
１２．１２
長瀬 達三
佳奈子
さん
１２． ３
井上
正
麻里亜
さん
１２．２４
田邊
淳
智 子
さん
１２． ４
◎結婚記念日
(写真左より)
鴻野 幸泰
S61．12． 1
遠藤 隆浩
H23．12．30
大村 貴之
H12．12．25
◎３ヶ月表彰
・大村 貴之

・鴻野 幸泰

・堺

現年度収入・支出中間報告
会計
小森 丈一
※前年度財務報告は年度当初の決算報告に代える

会長エレクト
堺 和信
2020～2021 年度 役員・理事候補者につ
いてご承認ありがとうございます。先般
クラブ細則を改正し、新たな組織の下で
の理事役員の皆様です。皆様のご協力を
心よりお願い申し上げます。

＜受贈誌＞
一財団法人比国育英会バギオ基金（2018 年度事業報告書）
、社団
法人高山市文化協会(広報高山の文化 No214)

＜出席報告＞
本日

会員数

出席率

２７名

４１名

６５.８５％

２０１９－２０２０年度
高山西ロータリークラブ テーマ

・塚本 直人

年次総会

1 月 2 日（木）は、クラブ細則により休会
1 月 30 日（木）は、クラブ細則により休会

出席者数

和信

未来につなぐロータリー

例会報告
国際奉仕委員会担当例会
委員長
田邊 淳
本日の担当例会は、来年 4 月に迫りま
した、友好クラブの台北東海ロータリー
クラブ創立 25 周年記念式典への参加に
ついて、皆様にご案内します。
記念式典は来年 4 月 25 日(土)に、台
北市の建國啤酒廠という、台湾ビール
発祥の工場に併設されたビアホールに
て開催されますので、高山を前日 24 日
（金）の早朝に出発しまして、翌日 26 日（日）に帰国予定として
おります。関連行事等の詳細が未定との事なので、お配りしました
スケジュール表に掲載の観光等については変更の可能性がござい
ますが、前回 20 周年の際に訪問しました｢玉蘭荘｣につきましては、
活動日が月曜および金曜となっており調整が難しく、今回は訪問を
見送る予定としております。
前回は非常に手厚いおもてなしをいただき大変思い出深い訪問
となりました。今回も当クラブから多くの皆さんにご参加の上盛大
にお祝いしていただくべく、本日は４月の訪問に向けたイメージト
レーニングとして、前回訪問時のスライドをご覧いただきます。

２０１９－２０２０年度
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＜ニコニコボックス＞
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん
本年は年に一度の総会です。皆様ご審議の程よろしくお願い申し上
げます。また本日は国際奉仕担当例会です。田邊委員長よろしくお
願いします。来春４月に決定しております台北訪問の日程等併せて
一時参加者を募ります。皆様まずは出席に〇を記入いただき、スケ
ジュール調整よろしくお願い致します。
●堺 和信さん、下屋 勝比古さん
本日の年次総会におきまして、2020～21 年度の役員および理事候
補者のご承認よろしくお願い致します。
●内田 幸洋さん
本日は 3 回目の雑誌使用会させていただきます。Ｐ23 に西クラブ
の写真が載っていますのでぜひご覧ください。
●米澤 久二さん
12 月 20 日のクリスマス例会、多数の出席予定ありがとうございま
す。まだまだ出席連絡間に合いますよ。
●萱垣 敬慈さん
皆様に大変お世話になりました、娘の杏花、現在斐太高校 4 年生で
すが、無事大学に合格いたしました。クリスマス例会にもお邪魔い
たしますのでよろしくお願い致します。
●長瀬 達三さん
先日は家内の誕生日にお花をありがとうございました。
●阪下 六代さん
何ら特筆すべきことはないのですが、ニコニコの拠出件数がいつに
なく少ないので、名前が目立つと思って出させて頂きました。先日
は家内の誕生日にお花をありがとうございました。
●伊藤 松寿さん､田邊 淳さん､杉山 和宏さん
本日はいい音の日。1877（明治 10）年のこの日、エジソンが蓄音
機による録音と再生に成功したことから、日本オーディオ協会が
1994（平成 6）年に記念日として制定しました。エジソン自ら「メ
リーさんの羊・・・」と吹き込み、再生したそうです。
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