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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
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＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
1095 回

57 名

56 名

50 名

－
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飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
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◆会報担当 道下 利一
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平成 28 年 6 月 27 日（月）18:30～
於：ひだホテルプラザ
司会：鶯塚 英雄
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会長

大保木 正博

＜会長あいさつ＞

会長

大保木 正博

今年度私が会長をさせていただき、最後の例会となりまし
た。
今年度おかげさまで RI 会長賞もクリアすることができま
した。2630 地区で全 7 項目クリアしたのは当高山中央ロー
タリークラブだけであったとのこ
とで、RI 会長賞のほかに、金賞が
頂けるそうです。ちなみに銀賞は
該当なしで、銅賞が 4 クラブ該当
だそうです。
今年度当初最も難題と思われたの
が「インターアクトのスポンサー
になる」という項目でした。しか
しながらこれは下呂ロータリークラブ様のご理解を賜り、
益田清風高校インターアクトクラブの共同スポンサーに
なるということで達成することができました。
最後最も難関となりましたのは会員増強でした。坂之上幹
事、中田専太郎拡大増強委員長の格段なる活動はもとより、
最終まで推薦に深甚なるご尽力をいただきました島さん
をはじめ多くの会員の皆様の力添えのおかげであり、心よ
り深く、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
最終的に女性会員も 4 名の素晴らしいかたにご入会いただ
き、渡邉さんを加え合計 5 名の新しい会員の方にご入会い
ただきました。今後のご活躍をお祈りいたします。
今年度はクラブ創立 25 周年の年にあたり、式典等一連の
事業の実行委員長をお勤め頂きました橋本さんをはじめ、
会員の皆さんの大きな力と結束力で盛会に終えることが
できました。誠にありがとうございました。
また剱田ガバナーエレクトのガバナー年度に向けての 1 年
ということで地区協議会など多くの事業がありましたが、
その折々にクラブ会員各位の親愛なるご協力をいただき
順調に消化されておりますことを感謝申し上げます。
今年度会長職を拝命し改めて思いました。
会員みんなが事あるごとにこんなに結束しそれぞれの持
ち場を一生懸命にこなす組織(クラブ)はそうそうないと。
ロータリーも今や行動することが求められています。私た

ちのクラブはその先駆であったと思います。今後も高山中
央ロータリークラブは行動するロータリークラブであら
んことを祈ります。
先週の土曜日行われた濃飛グループ会長・幹事懇談会の会
場「洲さき」さんの掛け軸は「下戴清風」でした。汗をか
きかきようやく山の頂上に辿り着き任務を終えた後、さら
さらと吹いてきた清風にあたりながらほっとした様を表
した漢詩です。洲岬アシスタントガバナーの行きなおもて
なしでした。
自分にとって今日の試食会は正に「下戴の清風」です。楽
しみながら頂きたいと思います。
きっと歴代の会長の中で一番世間様に露出度の多かった
であろう会長として、最高の幹事と最高の役員の皆様、そ
して最高のメンバーの皆様に心から感謝申し上げ、最後の
会長の挨拶とさせていただきます。
どうも一年間ありがとうございました。

＜幹事あいさつ＞

幹事 坂之上 健一

会員の皆様、一年間本当にありがとうご
ざいました。この一年間を振り返ると大
きな事業や会長賞獲得、又各クラブの周
年記念式典事業など色々なことが有りま
したが、アッとゆう間の一年間でした。
特に会長賞受賞に関しては会員の皆様に
多くの無理をお願いしましたが快く受け
て頂き改めて高山中央ロータリークラブ会員の皆様の温
かさや結束力を感じました。本日の例会が大保木会長最後
の例会となり幹事として少し淋しいような気もしますが
とても充実した楽しい一年でした。次年度は田中会長の年
度となり又、剱田ガバナー年度となります。益々大変な一
年になる事と思いますが協力し盛り上げていきたいと思
います。最後に、事務局の河上さんには陰ながら大きな助
けをして頂きましたこと心より感謝いたします。有難うご
ざいました。
会員の皆様一年間本当にありがとうございました。
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＜親睦ゴルフコンペの結果と表彰＞
ゴルフ部長
岩本

＜出席/プログラム委員長挨拶＞
平林
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＜ニコニコ報告＞
ニコニコ委員
＜次期地区大会実行委員長挨拶＞
島 良明
本日の食事は、１０月に行われ
ます地区大会大昼食会の試食
とさせて頂きました。気付かれ
たことがありましたらアンケ
ート用紙に記入して提出下さ
い。

＜乾杯＞

ガバナーエレクト

剱田

廣喜

＜会長・幹事に花束贈呈＞

＜めでた＞

次期会長

田中

雅昭

高橋

厚生
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＜中締め＞
次期地区大会実行委員長

島 良明

＜点鐘＞

大保木 会長

＜ニコニコＢＯＸ＞
会員の皆さま、一年間ありがとうございました。全て皆さ
んのお陰と感謝して！
大保木 正博

会長・幹事、１年間ご苦労様でした。来年度は、ガバナー
輩出クラブとして出発します。来年度もご協力よろしくお
願いします。
伊藤 正隆

一年間色々ご協力頂きありがとうございました。今夜を持
って幹事終了となりますが少し寂しい気もしますが、充実
した一年間でした。本当にありがとうございました。
坂之上 健一

先週、総代会が無事終わり一安心していましたら、予想外
の英国ＥＵ離脱。円高局面が当面続き今期は厳しい年にな
りそうです。
大原 誠

大保木会長・坂之上幹事、本日で終わりですね。お疲れ様
でした。次年度、ご指導のほどよろしくお願いします。
田中 雅昭
ニューヨークに行って娘に会い無事帰って来る事が出来
ました。感謝の気持ちをニコニコへ。
中田 專太郎
5/25～5/27 と 2 泊 3 日、娘と二人で沖縄と石垣島へ旅行
に行って来ました。初めての二人旅でしたが、ホテルの部
屋は別々でした。
島
良明
大保木会長・坂之上幹事・ほか役員の皆様、１年間ご苦労
様でした。感謝致します。今後のご活躍を祈念致します。
中田 一男・渡辺 甚一・橋本 修・新井 信秀
仲谷 政美・松之木映一・岩垣津 亘・津田 久嗣
下田 徳彦・海老沢 玲子・剱田 廣喜・中田 学
清水 幸平・熊﨑 元康・島
良明・岡﨑 壮男
阿部 眞澄美・鶯塚 英雄

今日のゴルフで、ゴルフが分からなくなりました。１から
出直します。
植木 眞吾
天候に恵まれ、メンバーに恵まれ楽しい１日を過ごしまし
た。健康に感謝して。
足立 常孝
本日、酸素を吸いながらでもコースを回れましたのでゴル
フ組としてニコニコへ。
久々野国良・平林 英一・高原 武夫
1 年間、ニコニコにご協力頂きありがとうございました。
高木 純
恋するフォーチュンクッキー地区大会バージョンが完成
しました。皆様のご協力に感謝して。
今井 俊治
おかげ様で、ニコニコノルマ達成！でございます。ありが
とうございました。
高橋 厚生

