第 817 回 H21･11・16

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区

高山中央ロータリークラブ

WEEKLY REPORT

2009～2010 年度 高山中央 RC 会長テーマ

◆会長

橋本 修

◆幹事

岩垣津 亘

◆会報委員長

高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488

◇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＞
＜ソング＞

会長 橋本
我等の生業

長瀬 栄二郎

◆会報担当

高木 純

＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事務局

「 聞・思・修 」

修

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
817 回

50 名

45 名

39 名

－

82.22%

前々回
815 回

50 名

45 名

38 名

5名

95.56%

寄せる次第であります。
高山中央ロータリークラブが、来るべき 21 世紀へ向か
って限りない発展をされますことと、会員の皆様方のご健

＜ビジター＆ゲスト紹介＞
高山ＲＣ 西野 徹 様
（次期地区代表幹事）
＜会長の時間＞

会長

橋本

修

勝を祈念し、お祝いのことばといたします。
（高山市長

日下部

尚

様）

今、高山市は恵まれた自然と歴史的文化をもつ観光地と
して年間 250 万人の観光客を迎えております。市内には独
特の伝統美と格調高い木製家具や昔ながらの素朴な工芸
品など、飛騨の匠の「技」と「心」が引き継がれた地場産
品が沢山あります。又高速交通網の整備によりまして、
1998 年の長野冬季オリンピック開催時までの安房トンネ
ルの開通目指しておりますし、これに伴いまして中部縦貫
自動車道および、東海北陸自動車道の早期完成をも目指し
ております。当市も 21 世紀に向けて大きく飛躍しようと
しております。どうか皆様方、お時間が許されるならば、
高山の情緒風情に一度触れていただければ幸いと存じま
す。終りに高山中央ロータリークラブの益々の発展と、ロ

・永家会員

11 月 10 日未明

会社、工場 2 階（事務所）

火災に逢われ、お見舞い申し上げます。

ータリアンの皆様のご健勝、ご多幸を心から祈念をいたし
まして、ご挨拶といたします。

（14 日（土））東小裏、新築中の住宅全焼
くれぐれも、火を使う事が多くなる冬に向かって、注意

1991 年 6 月 6 日（認証）

しましょう。

スポンサークラブ

高山西ロータリークラブ

・I.D.M.１２日（木）に開催、時間をオーバーし、熱心な

会長

様

先輩ロータリアンが、4 人の新入会員に情報を提供しまし

荒川

之雄

高山中央ロータリークラブの名称につきましては、設立

た。又、その成果はあらためて、報告があります。

準備委員会で数多くの候補の中から選びました。簡単な様

・本日のプログラムに関連しまして、19 年前、創立時に

でその奥にはいろいろの意味を含めた最高の名であると

各界より寄せられましたコメントを紹介します。

確信しています。高山中央ロータリークラブにおかれまし
ては、この認証状伝達式を機会にロータリアンとしての品

様）

位を保持し、若い 41 名のチャーターメンバー全員が手に

飛騨地域においても、とりわけ高速交通網の整備がすす

手を取り合って奉仕活動に努められ、前進、発展されます

（岐阜県知事

梶原

拓

み、歴史的に見ても大きな転換期を迎えようとしている今、
新進気鋭の皆様方が地域のリーダーとなって、地域づくり
に積極艇に取り組んでいただきますことに大きな期待を

ことを心から祈念申し上げる次第であります。
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高山商工会議所

会頭

関

道介

・各セミナー及び地区協議会の報告書

様

ロータリークラブは、本市産業界トップクラスの方々に
よって結成されている団体であります。どうかこの厳しい
社会経済環境の中にあって、我々業界人も一生懸命に自助
努力をしながら、企業の繁栄ならびに地域活性化に努めて
おりますので、皆様方の温かいご支援を切にお願いします。

中川

高山市、および吉城郡

和行

・ハイライトよねやま１１７
○高山ロータリークラブより
・例会変更休会のお知らせ
12 月 24 日（木）１８：００～

角正

忘年例会のため

国際ロータリー第 2630 地区
パストガバナー

・ロータリアン行動グループに関する最新情報
◎ロータリー米山記念奨学会より

12 月 31 日（木）

様

休会

定款により

1 月 7 日（木）→9 日（土）１７：００～

ならびに大野郡をテリトリーと

なる、風光明媚で我が国の中央に位置されて、日本文化の
心のふるさととして著名な貴地域での第 3 番目、わが国際

＜飛騨高山国際協会より＞
・

ロータリー第 2630 地区では第 62 番目、日本では第 1960
番目チャーターメンバー41 名、平均年齢 45 歳、地域の高
い文化と山紫水明に恵まれつつも若々しい多くのメンバ

洲さき

新年例会のため
ESCAP アジア太平洋・2009 バリアフリー高山会
議の開催のご案内
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞
・人権だよりＮＯ３９

ーをお持ちになられました。前途まことに輝かしいことを
約束されるご立派なクラブであり、このような御クラブが、
私のガバナー在任中にお出来になられました私の幸運を
心から驚きかつ喜んでおります。

＜本日のプログラム＞
２０周年記念準備委員会
永家

副委員長

国際ロータリー第 2630 地区
ガバナー

後藤

博三郎

様

地区におきまして新年度初の慶祝行事でありますが、と
りわけ高山市におかれましては、実に 25 年振りの新クラ
ブ誕生でさります。正に待望久しい快挙で、地区ロータリ
アンは、
双手をかざしてお祝いしております。御地高山は小京都と
称えられ、風光明媚すぐれた
文化と伝統の香り高い日本人の心のふるさとであります。
この地に育まれた人々の、いわゆる飛騨の心のふるさとで
あります。この地に育まれた人々の、いわゆる飛騨の心は

＜２０周年を目前に
チャーターメンバーによるスピーチ＞

必ずや、永く高山中央ロータリークラブの心となって、ロ
ータリーに卓越した新生面を拓き続けていただくことを
願ってやみません。

冨士井

忠男

会員

平成 3 年 4 月 8 日

高山グリーンホテル

平成 3 年 10 月 13 日

認証状伝達式にいたるまで

平成 13 年 5 月 13 日

創立 10 周年をする

オリエンテーションについて
特別代表

剣田

豊市

様

ご臨席の皆様方には、今後とも新生高山ロータリークラ
ブ及びメンバーに幾久しくご指導とご友情を賜りますこ
とをお願い申しあげとともに中央クラブの会員諸氏には、
職業人の大きな集いであります国際ロータリー組織を充
分に活かされ、国際人として又地域社会の奉仕者として、
ロータリー活動に精進されまして、地域社会の発展に貢献
されますことをお願い申し上げ、経過報告とお礼の言葉と
いたします。

＜幹事報告＞

幹事

岩垣津

◎2009～2010 年度国際ロータリー第 2630 地区
事務所より

亘
ガバナー

会員 41 名
会員 54 名
平成 21 年 11 月 16 日

現在会員 50 名
創立 20 周年予定
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谷腰

康夫

会員

今でいうクールビズ様式の人達がいて、フランクに認証状

来年で 20 周年ということで、私は 42 歳で入会させてい

伝達式への出席をお願いしたような気がします。

ただきました。そのころは年齢的には中程でしたが、現在

まだまだ昔のクラブでの思い出、話したい事は沢山ありま

は還暦も過ぎ私の上の人は数人となっております。

すが時間の都合上割愛させていただきます。今振り返ると

当時、パン製造という食品製造の中で最も忙しい業種で

当時若かった私も年齢的に上位になりました。

入会した年は欠席も多く、何とかついて行くのに精一杯で

当クラブの若いメンバーの方々、ベテランのメンバー方々

した。そんな中、多くの方々の助言や励ましやらで徐々に

の益々の活躍を祈念してスピーチとさせていただきます。

仕事を従業員に任せるようにして 20 年間継続出来たこと
が、大変意義があったと思います。色々な人とも出会い私
自身の成長にもつながる事が出来、大変ありがたいと思っ
ております。あまり人付き合いは上手くないですが、今後
ともよろしくお願いします。

渡辺

修治

会員

平成 3 年 3 月､当時私は 40 才､高山幼稚園音楽と遊戯
の会が終わって卒園式打合せの時でした､当時父母の会会
長だった針山さんから入会のお誘いを受けました o その
ころの私はロータリーといわれても､名前も聞いたことが

中田

一男

会員

あるかどうか判らない位で､お金があって暇がある自分と
コスポン

は対極の違う世界の人たちの集まり､全く場違いというか

サークラブ高山ロータリークラブ・下呂ロータリークラブ

自分がそこにはいることなんて考えたこともありません

剣田豊市特別代表のご指導のもと

スポンサークラブ高山西ロータリークラブ

1991 年 6 月 6 日に

でした｡私は､ゴルフも麻雀もしません､夜の朝日町も知り

我々のクラブの認証状伝達式があり、国際ロータリー加盟

ません､これは不動産屋としてはあり得ないことで相当な

と共にクラブとして認められました。

損をしていることを感じていました､そこでもし入会が許

41 名のチャーターメンバーで始まり、再来年には 20 周年

されてそういう人とお付き合いをさせて貰えるのであれ

を迎えようとしているのですが、事務所からお借りした資

ば､不動産の営業も円滑に行える可能性が開けるんじゃな

料を見ていますと、41 名で向かったメンバーの内、死亡

いかと考えたのが私が入会を決意した最大の理由でした｡

者が 5 人、退会者が 20 人

現在は 16 名のメンバーが残っ

そんな所からスタートして､これまで色々な委員会を経験

41 人中 25 人が半分以上が変わってしま

させて貰いました｡会報委員会は今でも大変だと思います

ったとの事になります。時代の流れと共にメンバーが入れ

時間の制限がありますし､私が最初に会報委員になった最

替わりながら、進化しながら未来へと繋がっていくのでし

初の頃あのころは原稿をお願いするという発想がありま

ょう。

せんでした会場も 2 回の喫茶レストランでホテルの録音

認証状伝達式のパンフレットの各々の顔写真を見てみま

設備もなくラジカセをテーブルの上に置いて録音､それの

すといろいろな変化があって面白いです。現在

会長の橋

テープ起こしは大変で話は極めて聞き取りづらく拍手の

黒々とした髪に怪しげな真っ黒な口

音はびっくりするような音量で大変苦労しました｡それか

ています。即ち

本

修さんは当時

ひげ。

ら急いで下一之町の斐太中央印刷へ走りました。そして亡

伝達式の会場準備の時には汗だくになりながら、大きな声

くなった先代の社長さんが大先輩ロータリアンでして全

を出し指示をだしていた光景が今でもはっきりと思い出

くの駆け出しロータリアンの会報原稿を厳しくご指導頂

されます。現在よく拝見させてもらうと、シルバーグレー

きました｡

の髪に 18 年間の経験により貫禄がでてきたのでしょう。

例会場内禁煙について､今は当然のようになっていますが､

又、認証式伝達式に出席をお願いするために、渡辺さんら

これは何年も議論していたことでした｡愛煙家の中にはも

と２～3 人で当時関クラブの幹事さんの自宅が、会長さん

し禁煙になったら退会するという意見も出るぐらいで簡

の自宅かと思い出せませんが、関市から武儀川の上流（今

単な問題ではなかったのです｡それは突然でした今期試し

でいう平成林道方面）方面へ出向き、出席をお願いに行き、

に禁煙としますと､ＳＡＡ権限で例会場内禁煙を強行した

えらく緊張して思い出もありました。

人がいました｡それが今日につながっています｡その時 h

郡上クラブへ訪問した時には、建設会社の２Ｆの事務所で、

13 年度の委員長が来期の会長になるかもしれないその人
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です｡人は見かけによらないもので少し注意しておく必要
があるのかもしれません｡ロータリーの任期は基本的には
単期ですからそれほど心配もしていませんが｡

＜ニコニコＢＯＸ＞
桑月ガバナーの主催する第一回目の会議「次期ガバナー

先日は、結婚記念日と妻の誕生日にお祝いを頂きあり

補佐セミナー」が無事終了しました。久々野さん・劔田

がとうございました。今年も記念日が迎えられたことに

さんありがとうございました。

感謝・感謝です。

高山ＲＣ

西野

徹

様

村瀬

祐治

（次期地区代表幹事）
先日は結婚記念日にケーキを頂きありがとうございま

国際ロータリー第２６３０地区次期地区代表幹事の西

した。また、次の日は甥の結婚式で沢山のケーキを頂き

野徹様のご来訪を歓迎申し上げます。これから先、お体

益々太るばかりですが、それぞれの祝いに感謝して。

に気を付け頑張って下さい。

山本

辰男

理事役員一同
先日のＩＤＭでは、ご馳走になりありがとうございま
高山ＲＣ

西野徹さんのご来訪を歓迎いたします。
今井

俊治・高原

した。

周

信夫

清人
先日のＩＤＭ参加の皆様、ご苦労さまでした。特に最

高山ＲＣ

西野徹さんのご来訪を歓迎いたします。また、

１２日のＩＤＭでは、ワンポンドをご利用下さいまして
ありがとうございました。

後までお付き合い頂きました、水川さん・周さんありが
とうございました。

三枝

祥一

冨士井忠男
9 月末をもちまして教育委員会の任期終了しました。最

先週のＩＤＭには新会員４名をはじめ、講師の先生方、

後の一年間は委員長で、アッという間の時間でしたが、

参加ありがとうございました。特に講師の方には熱の入

無事できたこと・たくさんの仲間ができたことに感謝し

った講話を頂いた上に会費まで徴収して申し訳ありま

てニコニコへ。

せんでした。お詫びにニコニコへ。

伊藤

正隆

平林

英一

