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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＞
皆さん、大変お久しぶりです。今回、
コロナウィルス感染症対策のため図ら
ずも3月から例会等休止させていただき
ました。新年例会が楽しかっただけに忸
怩たる思いがいたします。今、あらため
て毎週の例会が自分の生活のリズムを
作っていてくれたんだなあということを感じさせてくれました。イ
ンバウンドで賑っていた高山もその反動は大きいものです。今回、
国、経済、社会等いろいろなことを考える機会になったわけですが、
あらゆるものの在り方がロータリークラブを含めて変化していく
ものと思われます。
7 月から新組織体制のもと、堺会長、下屋幹事の年度が始まりま
す。今回のことで準備も大変でしょうができうる限り応援していき
たいと思います。

＜幹事報告＞
◎公益財団法人
ロータリー米山記念奨学会より
・奨学生世話クラブ
委嘱状
・奨学生カウンセラー 委嘱状
伊藤 松寿さんへ
◎ガバナーエレクトより
・2020 年会長エレクト研修セミナー修了証書
◎ＲＩ日本事務局より
・６月のロータリーレートについて １ドル １０８円（現行１０７円）
◎ガバナーより
・地区行事日程変更のご連絡案内
第 43 回インターアクト年次大会
8 月 1～2 日 → 中止
地区大会
11 月 7～8 日 → 2021 年 5 月 29～30 日
・フェイスシールド寄贈について
◎地区ロータリー財団部門委員長より
・2020-2021 年度 地区補助金支給内定通知
◎濃飛グループガバナー補佐 清水 幸平 様より
・ガバナー補佐最終訪問について
６月１９日(金)
◎濃飛グループ次期ガバナー補佐 大森 清雄 様より
・次年度行事について
第１回ガバナー補佐訪問、ガバナー公式訪問、
ＧＴＭ（旧ＩＭ）
→
中止
◎高山ロータリークラブ、斐太高校より
・第３５回飛騨地区ＩＡＣ合同研修会中止のご案内
＜例会変更＞
高
山 … ６月２５日(木)は、新緑家族例会のため、
ホテルアソシア高山リゾート に 変更
高山中央 … ６月２９日(月)は、定款により 休会
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遠藤 隆浩
垣内 秀文
長瀬 達三

第２６１３回例会 令和２年６月５日
お祝い・次年度引き継ぎ

＜受贈誌＞
地区ロータリー財団学友会（学友だより第 9 号）
、オクトン、生
駒時計店（ロータリ―カタログ 2020-2021）岐阜県環境生活部人
権施策推進課長(人権だより NO.81)

＜出席報告＞
本日

出席者数

会員数

出席率

３４名

４０名

８５.００％

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日
井上

正

６．１５

◎在籍周年記念表彰
なし
◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
下屋 勝比古
ひとみ さん
新井 典 仁
由 美 さん
黒木 正 人
まり子 さん
◎結婚記念日

６．２０
６． １
６．１２

塚本直人
H13. 6. 29
山下直哉
H8. 6. 9

◎出席表彰

６年

堺 和信

８年 大村 貴之、塚本 直人
◎３ヶ月表彰
・大村 貴之
・田中 晶洋

・鴻野 幸泰
・塚本 直人

・堺 和信
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・田近 毅

例会報告
次年度引き継ぎ

＜ニコニコボックス＞

会長エレクト 堺 和信
本日そして次週の貴重な例会
を、次年度の委員会引継ぎの会
に変更していただき、遠藤会長、
垣内幹事には感謝申し上げます。
ご存じのとおり、
3 月から行わ
れる予定でしたすべての会議が
中止となりました。
「会長エレクト研修セミナー」
「地区研修・協議
会」も中止となり、代替えセミナーとして YouTube による動画が配
信され、次年度理事役員・委員長の皆さんはご覧いただいたと思い
ます。
次年度の RI 会長はドイツのホルガー・クナークさんです。年度
テーマとして「ロータリーは機会の扉を開く」としています。支援
を必要とする人々の生活が向上する活動を行うよう、ロータリアン
を喚起しています。
次年度の地区ガバナーは高山中央ロータリークラブの剱田廣喜
さんです。4 年前に引き続き 2 回目のガバナーですが、地区方針と
して「伝統的日本ロータリーの文化を輝かせ、真のイノベーション
へ」を掲げています。4 年前と同じで、
「日本のロータリーの伝統
は、職業奉仕と例会の重視である」として、これを守りながら改革
をしていこうということではないかと思います。このことは、国際
ロータリーの動向と相反するものであるということは、みなさんご
存じかと思います。
そして、高山西ロータリークラブの次年度のテーマは「今、ロー
タリーとして何が出来るのか」です。コロナ渦で、人の移動や接触
が制限される中、人々はオンラインやリモートなどのテクノロジー
を駆使し、この難局を乗り越えようとしています。ロータリーにお
いても、オンライン例会やオンライン飲み会など、様々な工夫をし
ながらロータリー活動をしているクラブもあります。高山西ロータ
リークラブとしても、会員の英知と行動力により、地域社会のリー
ダーとして「今、支援を必要としている誰かのために機会の扉を開
けるような活動を」考えて行動していただきたいと思います。
また、次年度より組織が変わります。4 つの部会長さんが中心と
なり、各委員長さんと連携をとりながら活動をしていただきたいと
思います。今年 1 月に例会で行った事業仕分けをもとに活動をして
いただきますが、多くの退会者が出ることにより、更なる活動費削
減にご協力いただき地と思います。

●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん
皆様お元気でしたか？久しぶりの例会です。新型コロナウイルスの
感染において、まだまだ予断を許さない状況ではありますが、本日
このように例会再開が叶い大変嬉しい気分です、皆様も同じ思いで
すよね!!三月より三カ月も例会が取り消しになることは前代未聞
のことだったのですが、我が西クラブの皆様、またご家族の皆様が
健やかに過ごされた事が何よりの事です。今年度は残り三回の例会
となります。次年度の引き継ぎ会等、諸般の事情にて開催できなか
ったため、どうか本日と来週の二回の例会の時間を利用していただ
き、堺・下屋年度に繋げて頂きたく存じ上げます。どうぞよろしく
お願い申し上げます。
●堺 和信さん、下屋 勝比古さん､岡田 贊三さん､平 義孝さん、
内田 幸洋さん､田中 武さん､ 門前 庄次郎さん
コロナの影響で皆様にお会いできなかった事、大変さみしかったで
す。元気なお顔が見られて良かったです。
●小森 丈一さん
ようやくクラブが動き出しました。いつまでも動き続けることを願
っています。
●挟土 貞吉さん
4 月リレー随筆で勝手な我が思いを書き失礼しました。今日までコ
ロナ感染要注意で例会が休会となり、遠藤会長、垣内幹事さんはス
トレスで胃が痛んだことと思います。まだまだ油断大敵でありお互
い三密を避け企業を守りながら切ない日が続くかと思います。此処
にきて三密どころか三権まで箍が緩み憂慮せずにいられません。こ
の際日本のお偉い方々は、己の立場と責任を自覚し、反省して国家
の為に尽くしこの非常事態を乗り越えて頂きたいとひたすら願っ
ています。はやくもロータリー年度も最後の一ヶ月です。緩んだ気
分をお互い引き締めて例会を続け、次年度の堺会長、下屋幹事丸に
引き継ぎ、コロナに打ち勝ち、明るく楽しいクラブを目指しましょ
う。
●鴻野 幸泰さん
本日のお弁当を注文いただき誠にありがとうございました。また一
生懸命作らせていただきます。
●折茂 謙一さん
結婚記祝いのプレゼントありがとうございました。
●萱垣 敬慈さん、
下の娘が中学生になりました。担任の先生は下屋湧泉(ﾕｳｾﾝ)先生で、
親譲りのとても男前な先生です。
●高井 道子直人さん
お久しぶりです。皆様お元気の様で嬉しいです。5 月に結婚記念の
ペアカップを頂きました。早速夫と使わせて頂いております。新婚
さんの使うようなさわやかなカップで新鮮な気持ちになりました。
ありがとうございました
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