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入会式を行います。

● ロータリーソング
● 会長の時間

◇ 会報当番 岩垣津 亘
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例会場

Move up

我らの生業
会長

坂之上

健一

皆さんこんにちは。先日の地区大会には
全員登録をして頂きありがとうございまし
た。二日間にわたり疲れましたが、充実し
すごく楽しい地区大会でした。又、次期大
会ホストクラブとしても良いＰＲが出来た

次期理事役員について、11 月の第 1 例会より次年度の理
事役員を掲示してありますが意義等ない場合は 12 月第 1 例
会において年次総会を行い承認を得ることとなっております
ので宜しくお願い致します。以上、会長の時間とさせていただ
きます。

● 幹事報告

幹

事

と思います。何より昨年度高原会長年度のロータリー賞・さ

RI 本部より

らにゴールド賞を受賞できたことがとても嬉しかったことで

・ザ・ロータリアン誌

す。詳しい内容については、本日報告が数名の方からありま

国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事

すので私からの地区大会報告は以上とさせていただきます。

務所より
573,802 円

員長・副委員長変更についてお話をさせて頂きます。ご存じ

・千葉義援金総額

の通り今井俊治さんが亡くなられた後「会報委員会」の委員
引き受けて頂きました。そして副委員長には田中雅昭さんが
引き受けて頂きましたのでご報告させていただきます。又、
残念ですが直井泰司さんが仕事の都合上どうしても例会に出
席できないとゆう事で本年 12 月の忘年例会をもって退会さ
れる事となりました。また仕事に余裕が出来出席できるよう
になったら再度入会をさせて頂きますとの事です。直井さん

裕之

・地区大会でのポリオ募金総額

本日は退会会員の件についてと、それに伴った委員会の委

長が不在となっておりましたが、副委員長の和田良博さんが

堀口

■

1,719,763 円

ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま

236

◀高山市青少年育成市民会議より▶
・「第 36 回家族スナップ写真展および第 28 回家族の日
図画展」出役のご依頼
◀会報▶
・下呂 RC

・美濃加茂 RC

は親睦委員会の委員長をしておりましたので、退会後は副委

【2019-20 年度地区大会において表彰】

員長の高木純さんが委員長を快く引き受けて頂きました。又、

・RI 表彰：2018-2019 年度 RI 会長賞ゴールド賞

副委員長は小出貴博さんが引き受けて頂きましたのでご報告

・米山記念奨学会：寄付累計額二千万円達成クラブ

をさせて頂きます。会報委員会については新体制で運営を

・ロータリー財団：「Every Rotarian,Every Year」クラブ

行っておりますが、親睦委員会においては 2020 年 1 月から

・ロータリー財団：「100％ロータリー財団寄付」クラブ

の体制となります。皆さんそれぞれに忙しい中、急遽役を引
き受けて頂きありがとうございました。
新入会員の西美紀さんについては前回お話をさせて頂きま
したが、12 月の第一例会に入会をして頂きますのでその際
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● 地区大会報告

三枝

下田

祥一

徳彦

正敏ガバナーはじめ津

先日津市で開催された２６３０地区大会

ロータリークラブの皆様、地区大会ご苦労

に行って参りました。特に印象に残ってい

様でした。ガバナー自ら会場入口で我々を

る事について報告させていただきます。両

迎えられ、お声をかけて頂きました。二日

日共天気が良く、日中は暖かい日差しを受

間にわたり色々な事がありましたが、一日

け、気持ち的にもとても晴れやかな気分で

目京都産業大学名誉教授の所

参加させていただきました。会場はインターからのアクセス

まずもって、辻

功氏、二日目の賠償千恵子氏

の講演は大変聞きがいがあり素晴らしかったです。そして、

もよく駐車場も広く、建物は想像とおりかなり大きく、室内

次期開催地発表では、いよいよ来年に迫った高山での地区大

競技をする人にとってはすばらしい施設だと思いました。周

会を思い一層身がしまる思いを致しました。

囲を走っている人、エクササイズをしている市民の方々を横
目に見ながら、会場入りをしました。会場を入るなり、両側

田中

雅昭

映画や座頭市・・・その中に記念公演で話をされる倍賞千恵

１１月１６・１７日両日三重県津市にて
ガバナー辻

子さんのポスターもありました。

正敏氏のもと盛大に地区大会

初日は三重大学吹奏楽団のオープニングからはじまり、点

が成功裏のもと開催されました。心よりお

鐘、セレモニーと通常の地区大会の流れでスケジュールが進

慶び申し上げます。まさしく「総天然色」

んでいきました。記念公演では京都産業大学の所先生の令和

での大変すばらしい大会でありました。一
日目の記念講演は所

功氏（京都産業大学名誉教授）による、

「令和」改元の画期的な意義と題して、日本の文化や古来の
歴史から紐解かれて、大変興味ある、又心に残る記念講演で
ありました。又ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎「総天然色」食堂で
の晩餐は、全員で鰻重を頂く様は、爽快であり全ロータリア
ンが一つの大きな輪となって、大会を盛り上げられたと思い
ます。２日目の記念講演では「歌うこと、演じること、そし
て生きること」と題して賠償千恵子氏の講演でした。今なお
あの歌声は、体に澄み渡るようなすがすがしさを覚えます。
思えば自分が二十歳の頃上演された「幸福の黄色いハンカチ」
や「駅ＳＴＡＴＩＯＮ」での賠償千恵子さんに心したことを
思い出します。４０数年がすでに経過してしまったのか？今
年の年末には５０作目の「男はつらいよ

お帰り

寅さん」

が上演されますので、寅さんがどんなシーンで出てくるのか、
また妹さくらは・・・楽しみにしております。
次期への誓いで、２度目の鍵伝達式に登壇しました。前回
の時は、鍵の重さは全く感じられなかったと記憶しており
ます。今回は鍵の重さが体全体に伝わり、大会実行委員長と
しての重責がひしひしと伝わってきました。１回目はホスト
クラブ会長兼大会幹事補佐として地区大会に係り、皆様のお
陰で大変すばらしい大会で終えることができました。２回目
の次年度は 「わの感動を

ＩＮ

高山」と題して行います。

１１月７・８日とすでに１年を切っています。皆様と今一度
大きな輪となって、おもてなしの心で２０２０－２０２１年
度

地区大会を大いに盛り上げ、大いに楽しみながら、進め

ていきましょう。どうぞ宜しくお願いいたします。

には昭和の日本映画のポスターが何枚も陳列してあり、黒澤

の意味について勉強させていただきました。記念公演の後に
は、クラブの表彰があり、高山中央ロータリーとして坂之上
会長が連続表彰を受け、その後自分自身も地区出向での表彰
を受けさせていただきました。その後はＲＩ会長代理ご夫妻
を囲んでの夕食会でうなぎ弁当を頂きましたが、その後のク
ラブ懇親会もあったため、そのまま持ち帰り、夜食としてう
なぎを堪能させていただきました。
二日目も朝から心地よい天気のなか、会場に向かいました。
初日とは違い、スケジュールは全体的に時間より早く進み、
時間が余ってくると感じていた矢先に、大きなサプライズが
ありました。それは郡上長良川ＲＣの 100 歳の現役ロータリ
アンの大畑さんのご紹介、そして表彰、大畑さんからのお礼
の言葉がありました。その一言一言の言葉の重さを噛み締め
ながらお話を聞かせてもらいました。世界の平和を願うロー
タリーの真髄の部分を聞くことができました。倍賞千恵子さ
んの記念公演もとても良い内容でした。童謡から入って、最
後はサクラを演じながら、人生物語を語っていく公演は、ま
さに大女優の風格を感じるすばらしい話でした。寅さんの妹
のイメージが強く、歌手から始まった芸能活動であることを
始めて知りました。デビューとなった映画「班女」の紹介が
あり、その場ですぐにスマホで調べたところ、総天然色の文
字が入った映画ポスターが検索され、今年度の地区テーマ「総
天然色」と会場入り口の昭和レトロのポスター、そして記念
公園に倍賞千恵子さんを選ばれたことがリンクし、初日のハ
プニングを忘れてしまうほど、すばらしい 2 日目の内容でし
た。そして点鐘で閉会し、大昼食会に移っていく流れでした
が、今度は自分自身にハプニングがおきました。ポケットに
手入れたところホテルの部屋の鍵をそのまま持ちかえってい
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ることに気づき、ホテルに鍵を返却するため、私自身は最後

2 日目は、郡上の１００歳のロ－タリアンの話が心に響き

の点鐘を聞くことが出来ませんでした。なので次年度の地区

ました。自らの戦争体験からの反戦の訴え、大事に受け止め

大会 PR のお手伝いもできず、申し訳ありませんでした。私

なければと思いました。

事ですが、その日は母と娘の誕生日祝いをするため、皆さん
より一足先に会場を後にしました。

倍賞千恵子さんのお話も楽しかったです。歌があんなに聞
けると思いませんでした。声量もありさすが子供の時からの
歌手だなと思いました。ちょうど、ＮＨＫで、少年寅治郎と

前越

路子

いうドラマをやっていて、寅さんと桜の設定の話の本の朗読

11 月ということで、今年は寒いなあと思いながら地区大

は、ああここからドラマとして膨らませたのかと思って聞か

会に向かいましたが、さすが三重県は南にある、あったかい
わと思って大会に臨みました。
１日目の所先生の講演の年号については、

せていただきました。
最後の大昼食会、粉もの好きな私はたくさん食べてしまい、
おかげで夕食の焼き肉が食べきれずちょっと残念でした。

歴史好きの私はとても興味深く聞くことが

剱田

できました。仕事の上では、西暦にして年
号なんかやめればいいのにと言っていまし

ガバナーエレクトとしてあいさつさせて

たが、年号があることの意味について改め

頂きました。2 回目だから大丈夫だ！と言わ

て考えさせられました。

れますが、2 回目だから一生懸命やらなけれ

廣喜

総天然色食堂は、もっとご飯が暖かければもっとおいし

ばならないと申しました。逆に 1 回目は緊

かったんだろうなと思いながらうな重を食べていました。初

張感がさほどありませんでした。何人もの

めてのことでしたので、タイミングなどいろいろ考えさせら

方々に「来年は楽しみにしている」言われ 3 年前は思い出に

れもっと、皆さんでワイワイやるには、どうしたらいいかな

残る地区大会が出来たと思います。クラブが一つにまとまっ

どと思っていました。

て、さすが高山中央ロータリーと言われる様に頑張っていき
たいです。

［2019–20 年度表彰］

ロータリー財団：「100%ロータリー財団寄付」

2018–2019 年度 RI 会長賞ゴールド賞

「Every Rotarian.EveryYear」

米山記念奨学会：寄付累計額 2 千万円達成クラブ
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◀ニコニコＢＯＸ▶
地区大会での貴クラブ懇親会に参加させて頂き楽しい

結婚記念日と妻の誕生日のお花を頂きありがとうござ

時間を過ごさせて頂きました。感謝を込めてニコニコ

いました。

へ。

上野東ＲＣ

中井

茂平

岡﨑

壮男

様
結婚記念日のお花を頂きありがとうございました。

2021 年の台湾世界大会

台湾は是非全員で剱田総督を

盛り上げましょう。

伊藤

正隆

周

和田

良博

信夫
来年 3 月 15 日雫宮祭を開催させて頂きます。皆様の温

体調のことで色々とご心配やご迷惑をお掛け致してお

かいご支援をお願い致します。

都竹

太志

本日早退します。すいません。

小出

貴博

ります。しばらくの間、静養期間が必要かと思います
がよろしくお願い致します。

橋本

修

結婚記念日のお花を頂きありがとうございました。
大原

誠

