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●点 鐘 
●ロータリーソング  
         それでこそロータリー 
●四つのテスト 
●ビジター・ゲストの紹介  

●会長の時間      会長 大原 誠 

みなさん、こんにちは。 

第 1285 回例会、会長の時

間のご挨拶を申しあげま

す。先般は初めてのオンラ

イン例会にご協力いただ

き、ありがとうございまし

た。本日は 12月 20日の忘

年例会以来、3 ヵ月ぶりのリアル例会となります。

会員の皆さまのお元気そうなお顔を拝見させてい

ただき、嬉しい限りです。すでにお気づきと思いま

すが、本日は、例会再開を祝して、ひだホテルプラ

ザ様にもご配慮いただき、昼食をグレードアップ

していますので、ご承知ください。さて、1 月 21

日から 2 か月間に亘り発出されていた岐阜県のま

ん延防止等重点措置は、春の訪れと飛騨高山カン

トリークラブのオープンとともに漸く先週 21日に

解除されました。今回のまん延防止等重点措置は、

最終的に 36都道府県にまで拡大されましたが、個

人消費の減少を主として、経済的損失は 1 兆円を

はるかに超えると言われており、当然ながら飛騨

地域でも大きな影響がありました。観光客の入込

は解除前の三連休から増えていますが、解除とと

もに当地域での様々な経済・社会活動が大きく動

き出しています。当飛騨信用組合でも当初 2 月に

予定し、まん防で開催を延期していました「ひだし

ん会新春講演会」を先週 23日に東国原英夫様を招

き、開催したところです。そして、春の高山祭は 3

年ぶりに開催が決まりました。神事、御巡幸、屋台

の引き揃え、からくり奉納と通常通りの祭行事と

なりますが、3月 3日高山市役所であった日枝神社

と屋台組の会見では、獅子舞、闘鶏楽といった子供

らの担い手の消失が危惧されており、そうした伝

統の継承のために開催する必要があるとの説明が

あるとの説明がありました。その一方で、観光客の

来場は控えてほしいといった話もあったようです。

いずれにせよ、この春の高山祭の催行決定を受け

て、飛騨各地でもこの動きに追随し、春祭りが開催

されるようですので、お酒であったり、食材等が消

費されることとなりますので、地元の経済にとっ

ては非常にありがたいことです。このように人が

集まる当地域でのイベントの実施が、With コロナ

の経済・社会活動における一つの方向性が示され

ることになればと思います。そういう意味からも、

コロナ禍での当地域での各種行事やイベントに対

し、行政は保守的対応に終始する中で、飛騨高山の

一番大きな春の祭を主催する日枝神社とその屋台

組が、祭実施に踏み切られたことに敬意を表すも

のです。このように少し明るいニュースの一方、ご

承知の通り、先月 24日ロシアがウクライナへ侵攻

を始めてから既に 1 カ月を経過し、戦闘が続いて

います。国連は、国外へ避難するウクライナ国民は

既に 300 万人を超え、ウクライナの民間人死亡者

数は 1,000 人を超えているとしています。こうし

た憂うべき情勢を受けて、国際ロータリーからは

次のような声明が出ています。「世界最大の人道支

援団体としての一つとして、「平和」を世界的使命

の礎としてきました。私たちは、即座の停戦、ロシ

ア軍の撤退、対話を通じた対立回避のための外交

努力の再開を求めます。この悲劇的な出来事に直

面しているウクライナのロータリー会員や人々の

ために祈り、救援物資や支援を提供し、ウクライナ

に平和をもたらすために全力を尽くします。25-

FEB-2022」 

また、世界的に民間の支援が始まっていますが、今

般、国際ロータリー第 2630地区ガバナー浦田幸一

◆会長  大原 誠   ◆幹事  下田 徳彦   ◆会報委員長 長瀬 栄二郎  ◆会報担当 前越 路子 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1285 回 

54 名 54 名 43 名 ----- 81.48％ 

前々回 

1283 回 
55 名 55 名 37 名 4 名 74.55％ 
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様より、「ウクライナへの人道支援金のご協力のお

願い」として次のような依頼がございました。「現

在ウクライナ（国際ロータリー第 2232地区）はロ

シアとベラルーシからによる侵攻を受けており、

多くの市民、女性や子供が被害を受けています。深

刻化するウクライナでの人道支援への対応として、

ロータリー地区が実施している救援活動を支える

資金を世界中のロータリー会員が寄付することの

できる正式な窓口として、災害救援基金を指定し

ています。当 2630地区としましても支援をしたい

と考えており、この世界的な大惨事を乗り越える

ための支援を是非ともお願いいたします。一人当

たり数千円を目途にご協力賜りますよう、お願い

申し上げます。」以上が、浦田ガバナーからのお願

いの概要です。地区としては、地区財団活動資金

DDF から 10,000 千円をウクライナへの人道支援金

として拠出するとのことです。当クラブとしまし

ては、当該趣旨に従って支援することとしたく、会

員皆さまのご理解を賜り、ご協力いただきますよ

うお願いいたします。最後に、令和 3 年度も残す

ところあと 3 日となりました。来る新年度はコロ

ナ禍が収束する年となり、アフターコロナに向け

た活動ができることを期待するものです。以上、会

長挨拶とします。 

●幹事報告       幹事 下田 徳彦 

◎国際ロータリー第 2630

地区ガバナー事務所より 

 ・2024－25年度ガバナー

候補の推薦について 

 ・2月クラブ会員増強報告 

 ・ウクライナへの人道資   

金援助のご協力のお願い   

 ・インターアクトクラブ教師部会開催のご案内 

 ・第 7回日台ロータリー親善会議福岡大会のご 

  案内 

◎国際ロータリー第 2630地区直前ガバナー事務所 

 より 

 ・地区記録誌 

〇ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 264 

 ・奨学生の世話クラブ依頼について 

  （世話クラブ委嘱状＆清水幸平カウンセラー 

   委嘱状） 

〇高山ロータリークラブより 

 ・例会変更について 

 ・3/24・3/31の例会開催時間は 12：50～13：30 

  ビジター受付なし 

 ・高山 5クラブ親善ゴルフ開催日の予告日 

  10月 30日（日） 

＜京都南ロータリークラブより＞ 

 ・令和の寺子屋について 

 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

 ・令和 4年度総会のご案内 

  日時：4月 12日（火）13：15～14：15 

  会場：高山市役所 4階会議室 

＜高山市都市提携委員会より＞ 

・令和 4年度総会のご案内 

 日時：5月 19日（木）19：30～ 

 会場：高山市文化会館 2-5階会議室 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

・令和 4年度総会のご案内 

 日時：5月 19日（木）19：30～ 

 会場：高山市役所 地下市民ホール 

＜会報＞ 

・美濃加茂 RC 

●会長エレクトの時間 

会長エレクト         中田 学 

一昨日、会長エレクト研修

セミナー（PETS）に参加しま

した。次期への情報をいた

だいたので説明します。 

次期ＲＩ会長は、ジェニフ

ァー・ジョーンズさん。カナ

ダのメンバー、国際ロータリー117年目にして初め

ての女性会長。会長テーマは「イマジン ロータリ

ー」。有名なジョンレノンの反戦と平和を望む歌か

らインスパイアされました。ロータリアンは、平和

の実現、貧困・飢餓・ポリオ撲滅等の社会課題がな

くなる世界を想像し、それを実現するために行動

しなければならないと言っています。そして彼女

は、組織における「Ｄ・Ｅ・Ｉ」の大切さをずっと

説いてきました。「Ｄ」はダイバーシティ（多様性）、

「Ｅ」はエクイティ（公平さ）、「Ｉ」はインクルー

ジョン（全てを含む）。つまり、多様な人々に公平

な扱いを保証して、誰も排除せず当たり前に歓迎

すること。これは、私たちもメンバー皆で目指すべ

きところだと思います。次期ＲＩのキーワードに

なります。「ロータリーの奉仕の理念と、これから

のロータリーとクラブ運営」について話されまし

た。次期は、クラブの中でいろいろご教授お願いし

ます。次期のクラブ運営についてですが、高山中央

ＲＣは、長期計画を「職業奉仕に徹する」と決めて

います。なので、やはり、職業奉仕への理解を皆で

深めていくことが最も大切なことなのだろう思い

ます。職業奉仕グループの皆さんには大変重要な

担いをよろしくお願いします。私が中央未来委員

長の時、高山の２クラブへアンケートを取りまし

た。3クラブが総花的に活動するより、それぞれに

テーマを絞って事業をしたほうが、効果が上がる

のではと考えたからです。その結果、「青少年奉仕」

に注力するとしています。次期も対外活動の柱は、

青少年奉仕として、以下の事業に取り組んでいき
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たいと思います。 

この４月から、クラブで米山奨学生のお世話をし

ます。カウンセラーは清水さんにお願いしていま

す。本年度から次年度へ期を跨ぐことになります

が、調整しながら進めていきます。将来のある海外

からの若者への支援を通して、お互いが学びあう

素晴らしい機会になると思います。 

地区補助金を活用した事業をいろいろと検討しま

した。高山市図書館とコラボして、子供たちへ絵本

の読み聞かせ会をして、その絵本を海外に寄贈す

る事業を企画しています。これから準備をしてい

きます。この２年間、コロナで止まっていますが、

クラブにとっても、子供たちにとっても大切な事

業なので、は是非「出前講座」は実施したいと思い

ます。「まん防」が解除され、多分これからは通常

の形での例会が行われていくと思います。先日

ZOOM でのオンライン例会が実施され、成功しまし

た。このような選択肢を増やしておくことは大切

です。次期は、すべての例会で、通常の形に加えて、

ZOOM参加での出席枠を用意したいと思います。 

本日、次期委員会構成表を出しました。次期は、SAA

の配属は別として、できる限りおひとりにおひと

つの役割ということで、委員会配属させていただ

きました。「委員会」と「委員会での活動」を十分

意識して、次年度を過ごしていただきたいと考え

ています。約２年、コロナで社会生活が激変しまし

た。ロータリーも、例会は中止、各種大会は中止、

中止、中止で、人流がストップし、懇親もできず、

人と人との関わりができなくなり、正に時間が止

まってしまいました。ようやくウイズコロナで社

会活動ができ始めたような気がします。次期は、ま

ず何よりも、この止まった時間をしっかりと動か

していきたいと思います。しっかりと危機管理し、

以前のように、いやそれ以上に、高山中央ロータリ

ークラブらしく、楽しくワイワイと活動ができる

よう頑張っていきましょう。 

ジェニファー・ジョーンズ次期会長は、テーマ講演

の最後に、こう問いかけています。「７月１日に、

時間が動き出します。皆さんはこの時間をどう使

いますか？」動き出した時間を皆さんとともに存

分に使う一年にしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月のお祝い 

 ＜会員誕生日＞ 

  渡辺 甚一   Ｓ３２年 1月 1日 

  和田 良博   Ｓ２６年 1月１１日 

  足立 常孝   Ｓ２７年 1月１５日 

  西倉 良介   Ｓ３０年 1月１８日 

  周  信夫   Ｓ３８年 1月２３日 

  高殿 尚    Ｓ３８年 1月２３日 

  高木 純    Ｓ３３年 1月３０日 

  都竹 太    Ｓ４０年 1月３０日 

  中田 学    Ｓ３９年 1月３１日 

＜夫人誕生日＞ 

  山本 辰男  克子     1月 ２日 

 二木 公太郎 奈美     １月 ８日 

 清水 幸平  洋子     １月１４日 

 高殿 尚   知子     １月２９日 

 ＜結婚記念日＞ 

   剱田 廣喜   Ｓ４９年 1月２４日 

   渡辺 修治   Ｓ５４年 １月２６日 

 

 

 

 

2月のお祝い 

 ＜会員誕生日＞ 

  葛谷 嘉久   Ｓ４６年 ２月 ４日 

  西  美紀   Ｓ３３年 ２月１１日 

＜パートナー誕生日＞ 

  西  美紀  隆 Ｓ３０年 ２月  ２日 

 渡辺 甚一  美子     ２月 ８日 

 中田 一男  さち子    ２月 ９日 

 伊藤 正隆  順子     ２月１８日 

 坂之上 健一 孝子     ２月２４日 

 ＜結婚記念日＞ 

   堀口 裕之    Ｈ ４年 ２月 ８日 

   葛谷 嘉久    Ｈ１３年 ２月１５日 

   水口 邦博    Ｈ２３年 ２月２０日 

   伊藤 正隆    Ｓ５６年 ２月２５日 
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3月のお祝い 

  ＜会員誕生日＞ 

  堀口 裕之   Ｓ４１年 ３月 ９日 

  渡辺 修治   Ｓ２６年 ３月１２日 

  長瀬 栄二郎  Ｓ４９年 ３月１３日 

  久々野 國良  Ｓ２３年 ３月１９日 

  岩本 正樹   Ｓ３５年 ３月２１日 

  海老沢 玲子       ３月２３日 

＜夫人誕生日＞ 

  中田  学  康予    ３月  ３日 

 大原  誠  朋子    ３月 ６日 

 剱田 廣喜  恵子     ３月１３日 

 久々野 國良 光枝    ３月１４日 

 高原 清人  美奈子   ３月１５日 

  仲谷 政美  幸子    ３月２０日 

 小出 貴博  幸子    ３月２０日 

 三枝 祥一  敏江    ３月２８日 

 ＜結婚記念日＞ 

   今井 哲也    Ｈ１４年 ３月 １日 

   住  裕治    Ｈ２６年 ３月 ７日 

  井ノ下 雄志   Ｈ１８年 ３月 ９日 

  小出 貴博    Ｈ１３年 ３月１０日 

  大保木 正博   Ｓ５８年 ３月１３日 

  三枝 祥一    Ｓ５４年 ３月２６日 

 

 

 

 

 

 本日よりリアル例会の再開となります。 

 よろしくお願い致します。 

 また、初のオンライン 例会では皆様の協力 

 のもと、無事開催することが出来た事にお礼  

 申し上げます。ありがとうございました。 

                下田 徳彦 

 本日、例会に出席するのが楽しみでした。 

 今年初めての普通例会です。  足立 常孝 

 結婚記念日のお祝いを頂きありがとうござい 

 ました。           水口 邦博  

 久しぶりの例会です。誕生日のお花ありがと  

 うございます。          

 ウクライナ侵攻、一日も早く平和が戻ること 

 ことを心から祈っています。   西 美紀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 3年度に、社員が 4名国家資格に合格し 

 ました。とてもうれしいのでニコニコへ。 

                高橋 厚生 

3/20の第 19回雫宮祭り、無事、開催されて頂

きました。 

ありがとうございました。    都竹 太志 

妻の母の葬儀には、数多くの会員の皆様にお参

り頂き誠にありがとうございました。 

                伊藤 正隆 

ニコニコヘのご協力お願いします。  

                周 信夫 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 


