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「最終慰労例会」および「地区大会慰労会」 

●点 鐘 
●本日のゲスト  
 米山記念奨学生     魏 藍天 様 
●会長の時間       会長 大原 誠 
みなさん、こんに

ちは。 

第 1293 回例会、

会長の時間のご

挨拶を申しあげ

ま す 。 本 日 は

2021-22 事業年度

の最終例会です。 

当地域のコロナ

ウイルスの感染拡大も収まりつつありますので、

心配いたしておりましたが、こうして最終慰労例

会が、延期となっていた地区大会慰労会を兼ね、予

定通りリアル開催することができました。今日は、

米山記念奨学生魏藍天さんも懇親会に参加いただ

きますので、よろしくお願いします。 

1年を振り返りますと、新型コロナウイルスの変異

株の相次ぐ出現により、感染拡大が断続的に繰り

返されるなど、コロナ感染の大きな波に直面しま

した。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発

出による人の移動や行動制限といった活動の自粛

から、3月の地区大会を始め IＭ等の主要行事・イ

ベントの中止や延期を余儀なくされ、当クラブの

例会も 12回中止となるなど、クラブならびに会員

皆さまにとりまして大変厳しい一年でありました。 

そうしたなか、日枝中学校への出前講座と地区補

助金を活用しての青少年育成事業として、高山工

業高校へのレーザーカッター寄贈とそれによるプ

ロジェクト：「コロナ感染防止対策を呼び掛ける看

板の寄贈」）を各学校の先生の協力のもと実施する

ことができました。そして 4月 14日高山祭に合わ

せて、今年度ロータリー賞の項目の一つである「ポ

リオ根絶募金」を行うことができ、それぞれの事業

が各担当委員会のご努力と会員皆さまのご協力に

よって、当クラブの今年度事業が、可能な範囲でそ

れぞれ実施することができました。さらにワクチ

ン接種の普及に伴って感染症の影響も徐々に和ら

ぎ、社会・経済活動の再開に向けた動きがみられ、

国際ロータリー2630 地区のイベント「ガバナー杯

チャリティーゴルフコンペ」への参加や、年末 12

月 20日には感染対策のもと忘年例会を開催し、久

しぶりにお酒を酌み交わすことができました。ま

た、まん延防止等重点措置解除後の 3 月 7 日の例

会をハイブリッド方式でのオンライン例会開催し、

完全オンライン例会実施に向けた第一歩を踏み出

せたことは、大きな意義があったと思います。これ

も偏に会員皆さまのご理解・ご努力の賜と感謝い

たします。 

2021-22 年度の第 2630 地区のテーマは“つねに超

我の奉仕を胸に”、 “日本らしい超我の奉仕”でし

た。浦田ガバナーは、利益は追求するものではなく

後から付いてくるもの。他者への行いが先にある。 

この先義後利が、日本らしい超我の奉仕に通じる

と言われました。このテーマを踏まえ、2021-22年

度当クラブのテーマを「あなたを Happy に－Make 

You Happy－」としてスタートさせていただきまし

た。“あなたを優先することで自身の利益が後に付

いてくる。あなたを幸せにすることが自身の幸せ

や喜びに繋がる。”ということです。このテーマに

よって、会員皆さんや当クラブの幸せにどの程度

繋げることができたかは分かりませんが、この一

年間、クラブの会長という職責として当然ではご

ざいますが、自身の仕事よりも例会出席を始めロ

ータリー活動を優先してきました。その結果、飛騨

信用組合の令和 4 年 3 月期決算は、前期比大幅な

利益増加となりまして、自身の幸せに繋げること

ができました。ロータリー活動を優先してきたこ

◆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 高原 龍士 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1293 回 

55 名 55 名 38 名 ----- 69.09％ 

前々回 

1291 回 
55 名 55 名 40 名 2 名 76.36％ 
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とにより、まさに、利益は追求するものではなく後

から付いてくるものを実感した次第です。 

結びに当たり、コロナ禍の収束は依然見通せない

情況にありますが、社会情勢は Withコロナに向け

て、徐々に生活の習慣や社会規範、人々の行動が変

わりつつあります。 

新事業年度が間もなくスタートしますが、With コ

ロナ・ポストコロナの新常態（ニューノーマル）の

時代において、ロータリーの各活動をどのように

実施していくかは大きな課題と考えます。 

中田学新会長の実行力のもと、ロータリー活動が

計画通り実施されるとともに、高山中央ロータリ

ークラブのますますの発展をご期待いたします。 

本日の最終例会が楽しい会となりますことを祈念

するとともに、併せまして、明日からは 2021-22事

業年度の“アディショナルタイム”となりますが、

30 日まで何もない事を祈念し、本年度最後の会長

の時間のご挨拶といたします。 

下田幹事ならびに会員の皆さまと事務局の河上さ

ん、一年間、大変お世話になりました。 

ありがとうございました。 

＜米山奨学生へ奨学金＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●幹事報告         幹事 下田 徳彦 

一年間、理事役

員を初めとして

会員の皆様に支

えていただい

て、幹事の職を

務めさせていた

だけた事に感謝

申し下げます。

一年間本当にあ

りがとうございました。昨年に続き今年も中止に

なる例会が多くありました。特に親睦活動委員会

の方には、色々と大変な目に合わせてしまいまし

た。今回このように最終例会ができることに喜ば

しく思います。また幹事の職として前任者からの

引継ぎ事項として、地区大会に皆をまとめて行く

ことが大事な仕事であると聞いていましたが、伊

勢の地区大会も中止になりました。計画の段階で

は 30 名以上の登録と、31 名の宿泊予約をいただ

き、5組のゴルフ予約で進めておりましたが、結局

できませんでした。IM、会長幹事懇談会も中止とな

り、不完全燃焼の一年となりました。その中でも、

奉仕プロジェクト委員会の活動として、工業高校

へレーザーカッターを寄贈して、ロータリーの友

に大きく 1 ページに取り上げていただく事業がで

きたこと、そして出前講座も、日枝中学校という大

きな学校でしたけど、タイミングよく実施できた

こと、そして公共イメージ/IT委員会のご尽力のも

とオンライン例会が実施できたことは、今年の成

果であると感じております。またポリオ募金も雫

宮祭ではできなかったが高山祭で実施するという

実績をつくったことも大きな成果であると思って

います。色んな事がある中で、理事役員の方にはハ

イブリッド形式の臨時理事会を度々開催しました

が、運営にも協力していただき開催できたことに

感謝申し上げます。多くのクラブがある中で当ク

ラブにおいては、いち早くアフターコロナにおけ

る体制作りができたと思っております。拙い幹事

ではありましたが、できた事できなかった事色々

ありますが、この場でこの様に挨拶できたことに

感謝申し上げて、幹事のあいさつに代えさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

＜会長、幹事へ花束贈呈＞ 
 
 
 
 
 
 

 

 

●親睦活動委員会  委員長   井ノ下 雄志 

会員の皆さま本日

は、最終慰労例会

および地区大会慰

労会にご参加いた

だきありがとうご

ざいます。我々の

親睦活動委員会

は、今年度６回の

例会を担当してお

りましたが、コロナ感染状況の為に忘年例会の 1回

のみ実施でした。本日は、無事に最後の慰労例会が

開催出来る事に嬉しく思います。 

とは言え、半年ぶりの懇親会を含めた例会担当で、

久しぶり過ぎて段取りを思い出しながら計画、そ

の為に堀口担当理事をはじめ委員会の皆さん、そ

して河上さんにはたくさん助けてもらいました。

また本日の大役を、即答で引き受けて頂いた先輩

たちに改めて感謝申し上げます。この場をお借り

してお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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それでは、半年ぶりの懇親会、感染対策を図りなが

ら、高山中央ロータリークラブらしく、会員同士で

明るく楽しい有意義な時間になりますよう、委員

会努めて参りますのでどうぞよろしくお願い致し

ます。 

●2020-21 年度地区大会実行委員長 挨拶（代理） 
 2020-21 年度地区大会幹事 岩本 正樹 
皆さんこんばんは 

地区大会実行委員

長の田中さんが欠

席という事で、大

会幹事を務めさせ

て頂きました岩本

がご挨拶をさせて

頂きます。今夜は

慰労会も兼ねているという事でございます。一年

以上も経っておりますので、忘れている事もある

とかと思いますが、その節は皆様方には大変ご苦

労をおかけ致しました。誠にありがとうございま

した。今日の為に少々予算を残してございますの

で、剱田年度を思い出して皆さん大いに飲んで頂

きたいと思います。今日は宜しくお願い致します。 

＜乾杯＞   直前ガバナー 剱田 廣喜 

 

 

 

 

 

 

 

＜めでた＞  直前地区幹事 伊藤 正隆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中締め  直前地区代表幹事 中田 学 

ご指名頂きました。 

大原会長、下田幹

事、一年間ご苦労様

でございました。皆

様、一年間それぞれ

のお役をご苦労様

でございました。地

区代表幹事という

事で言われておりましたが、コロナ過という事も

あり、なかなか集まる事も出来ませんでしたが、前

回の例会時では表彰を頂き、ありがとうございま

した。次年度は会長をさせて頂きますので、お願い

致します。本日はこういった場で会を行えた事、と

ても嬉しく思います。この感覚をこのまま続けさ

せて頂ければと節に思います。皆さんとの交流を

しっかりとさせて頂く一年間にして行きたいと思

っております。最近はこのコロナ過で、繋がりが分

断されたと思います。人は繋がりで生かされてい

ると私は思っています。是非、この繋がりをもう一

度皆さんとしっかり繋ぐことが出来ればいいなと

思っておりますので、皆さんのご協力の程、宜しく

お願い申し上げます。 

それでは、締めを三本締めでお願い致します。高山

中央ロータリークラブが益々発展します事を心よ

り祈念致しまして三本で締めさせて頂きます。 
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一年間ありがとうございました。  大原 誠                

本日、最終例会を迎えるにあたり、理事役員を

はじめ会員の皆様に支えられながら一年間、幹

事の職を務める事が出来ました。一年間の感謝

を込めてニコニコヘ。      下田 徳彦 

会長・幹事、一年間ご苦労様でした。次年度も

宜しくお願い致します。      中田 学 

大原会長、下田幹事、一年間ありがとうござい

ました。剱田直前ガバナー、地区をまとめて頂

きありがとうございました。お疲れ様でした。 

               井ノ下 雄志  

大原会長・下田幹事、一年間ご苦労様でした。

引き続き新型コロナウィルス感染症は次年度も

続くと思いますが、中田次期会長・二木次期幹

事も今年度同様によろしくお願いします。 

                足立 常孝 

一年間お疲れ様でした。口上をかんだ反省と流

れ弾に当たった反省を込めてニコニコへ。 

                益田 大輔 

今期の最終例会です。今夜は「おもてなしの

会」の方へ出ますので欠席です。来期も愉しい

ロータリー活動をしましょう。   島 良明 

大原会長、下田幹事、一年間ご苦労様でした。

今年は大変な目にあいましたが、リハビリで動

けるようになりました。下田幹事には病院から

のスマホを使ってのリモート出席で連続出席が

出来た事に感謝しています。  松之木 映一 

今日は最終例会、大原会長、下田幹事、一年間

ご苦労様でした。また本日の親睦ゴルフ、天気

が良く楽しい一日でした。    平林 英一 

大原会長、下田幹事、役員の皆さま一年間ご苦

労様でした。感謝を込めてニコニコヘ。 

高原 清人/岩垣津 亘/三枝 祥一 

水口 邦博/堀口 裕之/久々野 國良 

鴬塚 英雄/小出 貴博 

中田 専太郎/前越 路子 

 

 

 

                                         

                 

 

 

 

 

 

 

ロータリークラブに入会してはや 3年。ようや

く新型コロナが収まりかけ、活動が活発になっ

てきました。ゴルフはまだ出来ませんが、来期 

頑張りたいと思います。      住 裕治 

 

良い意味で何もない一年でしたので感謝しま

す。              熊﨑 元康 

新しい仲間と出会えニコニコです。ロータリー

クラブのメンバーとしてこれから頑張ります。 

                中屋 出 

一年間ありがとうございました。昨日は石川で

地震を体験してきました。    道下 利一 

 

昨日のゴルフコンペで奇跡にバーディが取れま

した。次は愛の 19番ホールを目指します。 

                 周 信夫 

本日の親睦ゴルフコンペを無事楽しく出来まし

たので感謝を込めてニコニコヘ。 植木 眞吾 

大原会長・下田幹事、理事役員の皆さま、一年

間ご苦労様でした。ありがとうございました。

本日の親睦ゴルフコンペ開催、植木さんをはじ

め関係者の皆様ご苦労様でした。 中田 一男 

 

愛媛の実家から車で高山に帰る途中、人生初の

高速道路でタイヤがバーストする事態になりま

したが被害は最小限で無事高山に帰還できまし

た事に感謝してニコニコへ。    西 美紀 

 

最近、大好きな競馬が当たりません。勘が戻る

ように願いを込めてニコニコへ。 高原 龍士 

 

一年間、ニコニコありがとうございました。  

                伊藤 正隆 

＜ニコニコ BOX＞ 


