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高山中央ロータリークラブ
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「集 う」
◆会長

村瀬 祐治

◆幹事

岡﨑 壮男

◆会報委員長 岩本 正樹

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

◆会報担当 井ノ下 雄志

＜出席報告＞

高山市本町１－２
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

本日
1269 回

会員数

出席会員

出席数

Make-up

出席率

57 名

56 名

48 名

-----

85.71％

◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

http://www.takayamacrc.jp/

●点 鐘
●ロータリーソング
それでこそロータリー
●高山中央ロータリークラブ職業倫理基準
●ゲストの紹介
濃飛ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
大森 清雄 様
〃
次期ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
住
宏夫 様

●会長の時間

会長

村瀬

祐治

〇国際ロータリー第 2630
地区 濃飛グループガバ
ナー補佐 大森 清雄様
次期ガバナー補佐
住 宏夫 様
高山中央ロータリークラブの最終例会にご来訪あ
りがとうございます。この後、卓話をよろしくお願
いします。
本日は最終例会です。例年ですと昼間ゴルフ、夜に
宴会（お別れ例会宴会）でしたが今年はコロナ禍の
中で昼間の例会に変えさせていただきました。最
後の「会長の時間」のお話をさせて頂きます。
「会長の時間」地区研修会・会長会議において会長
の時間に力をそそいで頂きたいと剱田ガバナーよ
り研修を受けました。私のテーマはロータリーの
事に決め、そのため沢山のことを学びました。また、
そのことを皆様に（十分ではないのですが）会長の
時間を使ってお話をさせて頂きました。私にとっ
ては、入会して 23 年余りですが、今までなんと無
く解っていたふりをしていましたが、明確に理解
する事が出来ました。私が一番得をしたのかなと
感じております。
〇例会の時間について
担当例会の厳守を心掛けて運営して参りました。
担当例会は 13 時に始まり 30 分、閉会は 13 時 30

分を目指して運営いたしました。
会長の時間は 5 分
間で私は話が長いと思っておりますので事前原稿
を作成して時間内にお話をさせて頂きました。岡
﨑幹事には例会運営に調整を頂き感謝しておりま
す。ありがとうございました。最後に今年度は色々
なことがあり大変なクラブ運営だと思っておりま
したが、
こうして 1 年間を終える事が出来ました。
これもひとえに岡﨑幹事・役員・理事・メンバーの
皆様のご支援・ご理解の賜物だと思って感謝申し
上げます。お世話になりありがとうございました。
本日をもって肩の荷を下ろさせて頂きます。1 年間
ありがとうございました。

●幹事報告

幹事

岡﨑

壮男

◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー事務所より
・ロータリー日本 100 年史に
ついて
〇高山西ロータリークラブより
・創立 55 周年誌
<飛騨慈光会より>
・理事長退任の挨拶および新理事長就任の挨拶
前理事長 窪田 哲氏 新理事長 宮川 暁声氏
<会報>
・美濃加茂 RC

○ガバナー補佐挨拶

大森 清雄

様

最後の例会に参加させて
いただき、村瀬会長、剱田
ガバナー、そしてご尽力さ
れた皆様、お疲れ様でした。
お世話になりました。年度
初めに GTM がコロナ感染状
況の関係で開催出来なく、
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各クラブで説明させていただき、報告書を作成さ
せていただきました。作成の際には、ご協力ありが
とうございました。今年の最後に木村パストガバ
ナーに講評があり、その中身として「クラブの研修」
が具体例と共にありますので、是非ご一読いただ
いたいと思います。高山中央クラブさんは、毎年会
長賞を受賞する取り組みをされている印象を持っ
ています。今年は、不登校施設「であい塾」に学習
交流ができるタブレットを寄贈されて、非常に有
効的な事業と感じました。来年度は、高山工業で木
材を活用した事業を計画され、色々なアイディア
があり素晴らしいなと思います。今年度当初より
剱田ガバナーから「職業倫理に力を入れてやりた
い」と言われていたので、私も同調し自身の職業を
通じて実践してきたつもりです。お金を稼ぐ事だ
けでなく、世の中に奉仕する事、人のお役に立つ事
の大切さを学ばせて頂きました。
「今後も青少年に
どうやって伝えていくか」が、我々クラブの役割で
あると感じ続けた 1 年でありました。1 年間ありが
とうございました。

す布はいつか誰かを暖めうるかもしれない」その
ように言っています。着物というものはしっかり
とした縦糸があって、横糸を紡いでいきます。縦糸
は外見、外から見えません。それがしっかり張って
いないと、横糸で鮮やかな綺麗な模様を紡ぐこと
は出来ない。ロータリーも同様です。不易の理念が
あるから奉仕活動が出来るのです。そして 2 回目
のガバナーを務める事が出来たのも、ホームクラ
ブの奉仕の理念のもと、ひとつに纏まって陰から
支えて下さったおかげであると考えております。
目に見えない物、そこに大切な物があり本質があ
ると考えております。それがロータリーでありま
す。ガバナーを退任するにあたりまして、本当に高
山中央ロータリークラブ会員の皆様、またガバナ
ーのスタッフ、地区委員会皆さん、そして多くの皆
さんからご支援ご協力をいただき本年度終わる事
が出来ます。衷心から感謝を申し上げ、次に向かっ
て頑張っていきたいと思います。ありがとうござ
いました。

○地区代表幹事挨拶
○次期ガバナー補佐挨拶

住 宏夫

様

高山ロータリークラブで、皆
さんとの交流があり存じ上げ
ている仲でありますので、今
回は来年度の私の役割をお伝
えして挨拶とします。地区幹
事から昇格して、来年度ガバ
ナー補佐として頑張りますので、皆さんのご協力
をお願い致します。

○ガバナー挨拶

剱田

廣喜

コロナで始まり、コロナで
終わりそうな 2020 年度、あ
と 2 日で終わります。ガバ
ナーでの活動の場で、全力
を出し切る前に年度が終わ
り心残りの状況です。２回
目のガバナーですので、比較的冷静に対応する事
が出来ました。会員の皆さんから言われましたが、
有事のこの年度は私で良かったのかなと思ってい
ます。ポールハリスが生前こんな事を言っており
ます。
「ロータリーは、沢山の善行をやっています
が、そこには目に見えない力が働いています。その
力は何かと言いますと、それが「善意の力」です。
善意の力によってロータリーが存在しています。
ですから私たちの地区大会における一生懸命さ、
真摯な行動が、そのクラブ会長に善意の力をもた
らしたのではと思います。中島みゆきさんの歌「糸」
の歌詞に、
「縦の糸はあなた、横の糸は私」
「織りな

中田

学

足掛け 2 年少し、代表幹
事を務めさせていただ
きました。先日の土曜日
に伊勢での引継ぎをさ
せて頂き、肩の荷が下り
た所です。この年度を考
えた時に「前代未聞」という言葉が当初からよく使
われました。剱田ガバナーから、前回よりもより良
いものをとプレッシャーを感じながら、事務局の
設営から関わらせていただきました。順調に進ん
でいた所に、これまた前代未聞のコロナで、あらゆ
る事業が中止、延期に見直さざるを得ない状況に
なり大変苦慮しました。コロナ禍になり大変勉強
した事があります。当時高価だった為に LED 電球
が中々普及されていなかった状況が、マイマイガ
が発生した事により急速に LED 電球が普及した記
憶があります。これとコロナが同様に、従来通りの
会議が出来なくなり、IT を活用した ZOOM 会議が普
及して、これが今後一般化していくんだろうと感
じます。そこはすごく勉強になりました。またどん
な状況においても臨機応変に対応していく人の知
恵を感じた年度になりました。
ある会長が月信の投稿で、第二次世界大戦前、戦中、
戦後の状況でもロータリーは続けてきた。コロナ
禍は大変だけれども、昔からの精神で続けていけ
ると言われていました。コロナ禍を糧にしてより
良い活動にしていく事を願っております。これま
でご協力いただき、ありがとうございました。
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○幹事挨拶

岡﨑

壮男

この 1 年間の 3 分の 1 弱が
休会になってしまいまし
た。コロナの影響で私ども
税理士の仕事も、各支援金
の仕事等、本来の仕事以外
が発生して多忙に追われ
ました。たまたま 3 月例会
が休会になったおかげで
仕事が出来たという結果
でした。幹事の仕事をして
勉強したかったのですが
流されてしまった状況で
した。理事会報告も始めの
うちしか出来ず反省して
おります。色々とご迷惑をおかけしましたが、皆様
のおかげで、何とか無事に幹事を終える事が出来
ました。ありがとうございました。大原会長エレク
トが副会長の時に、前のねずみ年は金融機関とっ
てリーマンショックの年で大変でした、今回のね
ずみ年はコロナによって大変な年になりました。
私は、ねずみ年生まれで過去を調べてもあまり良
い事がなかったので、今後のねずみ年も（チュー）
注意して活動していきたいと思いました。1 年間あ
りがとうございました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
一年間お世話になりました。ありがとうございま
した。 濃飛グループガバナー補佐 大森 清雄 様
剱田ガバナーをはじめとする地区幹事の皆様、そ
して剱田年度をバックアップした高山中央ロータ
リークラブの皆様、一年間ご苦労様でした。次年度
よろしくお願い致します。
濃飛グループ次期ガバナー補佐 住 宏夫様
ガバナー補佐、大森様、次期ガバナー補佐 住様の
ご来訪を歓迎致します。大森様、一年間大変お世話
になりありがとうございました。住様、今後一年間
ご指導お願い致します。
理事役員一同
会員の皆様、一年間ありがとうございました。次年
度、大原様、下田様よろしくお願い致します。
村瀬 祐治 岡﨑 壮男
一年間ありがとうございました。

剱田

廣喜

村瀬会長をはじめ理事役員の皆さま、大森ＡＧ、
一年間ご苦労様でした。住次期ＡＧ、よろしくお願
い致します。
三枝 祥一
ガバナー補佐 大森様、次期ガバナー補佐 住様
のご来訪を歓迎申し上げます。昨日、2 回目のコロ
ナワクチンを受けました。新型コロナで本当に大
変な一年でした。終息することを祈るばかりです。
村瀬会長、岡﨑幹事ご苦労様でした。 平林 英一

ガバナー補佐 大森様、次期ガバナー補佐 住様
ご苦労様です。村瀬会長、岡﨑幹事さん、世の中の
大変な時期一年間ご苦労様でした。剱田ガバナー2
回目のガバナーお疲れ様でした。松之木 映一
ガバナー補佐 大森様、次期ガバナー補佐 住様
のご来訪を歓迎申し上げます。色々とお世話にな
りました。今後もよろしくお願い致します。
坂之上 健一
村瀬会長、岡﨑幹事、一年間本当にお疲れ様でした。
例会の中止や会場の変更等、色々な事に振り回さ
れた一年だった事と思います。新年度では、立場は
変わられても引き続きご指導の程お願い致します。
下田

徳彦

本年度会長・幹事また理事・役員の皆様方ご苦労様
でした。そして、地区大会実行委員会も本日をもっ
て解散いたします。2 年半の長きにわたり皆様方に
はご支援、ご協力を賜りありがとうございました。
思い出に残る大会となりました。感謝。感謝。
田中 雅昭
ガバナーはじめ地区役員の方々、クラブ執行部の
皆様、一年間本当にご苦労様でした。特に、大会実
行委員長の田中さん、幹事の岩本さん、そして大活
躍の益田さん、三度目の時もよろしくお願い致し
ます。
橋本 修
最終例会を迎え、会長・幹事・役員の皆様、コロナ
禍の中、大変にご苦労様でした。また、結婚記念日
の素敵な花束をありがとうございました。食卓に
飾り気分が良くなりました。
中田 一男
岐阜県庁にて、
令和 3 年春の叙勲伝達式が行われ、
旭日単光章を頂きました。報告させて頂きニコニ
コへ。
仲谷 政美
村瀬会長、一年間お疲れ様でした。コロナ禍の中、
無事に一年が終わることに感謝してニコニコへ。
早退します。
高橋 厚生
妻への花束を頂きありがとうございました。
周 信夫
一年間ありがとうございます。どうぞ来年度もよ
ろしくお願い致します。町並みは誠に「しんびょう」
でございます。
海老沢 玲子
一年間、ありがとうございました。そしてご苦労様
でした。
岩垣津 亘
昨日は、はぐるま会にて素晴らしいゴルフが出来
ましたので。
内田 茂
昨日のはぐるま会で準優勝しましたのでニコニコ
へ。優勝は、高山西 RC の岡田さんでした。
植木 眞吾
本日早退します。

西倉

良介

二木公太郎
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国際ロータリー第 2630 地区

2020-2021 年度

地区大会

日にち：2021 年 5 月 29 日（土）
会 場：高山市民文化会館

大ホール

昨年 11 月 7 日～8 日に開催予定だった地区大会が、新型コロナウィルスの影響を受け、延期、さら
に指導者育成セミナーを主とし 1 日に短縮、無観客での開催となりました。当日は、RI 会長代理刀
根荘兵衛氏と講師滝沢功治氏をお迎えし収録を行いました。映像は地区内各クラブ等に動画配信と
いう初の試みに取り組みました。約 2 年半に渡りご協力いただいた会員の皆様ご苦労様でした。

