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＜点 鐘＞ 会長エレクト 清水 幸平 

＜ソング＞ 奉仕の理念 
 

＜本日のビジター＞ 

高山ロータリークラブ 

桑月 心 様（ガバナーエレクト） 

高山ロータリークラブ 

西野 徹 様（次期地区代表幹事） 
 

 

＜会長の時間＞  

 会長エレクト 清水 幸平 
 

本日は、橋本会長ならびに平林副会長が欠席のため私が会

長の時間を務めさせていただきます。 

桑月ガバナーエレクト、西野地区代表幹事のご来訪有り難

うございます。また、4 月 18 日の地区協議会はご苦労様

でした。実りある会議になりましたことお喜び申し上げま

す。中央ＲＣからも多数のメンバーに参加していただきあ

りがとうございました。駐車場の整理をされた皆様には寒

い中を誠にご苦労様でした。 

 三寒四温と言いますが、今年の春はまさにその通りです。

寒い日が三日ほど続くと、そのあと四日ほど温暖な日が続

き、また寒くなるという一週間の内で寒暖が繰り返すとい

う天候です。この温度変化にからだの調子を合わせるのは

年齢にかかわらず大変だと思います。 

 しかし、桜も満開に咲き誇りいよいよ春爛漫といったと

ころですね。週末に花見をされた方も多いかと思います。 

 桜の花と言っても、自然種としてヤマザクラ、オオシマ

ザクラ、エドヒガンザクラなどがあり、そのほか園芸種と

してソメイヨシノほか６００種以上があるそうです。 

 奈良時代には単に「花」といえば梅をさしていたようで

すが、平安時代に国風文化が育つに連れて徐々に桜の人気

が高まっていき、「花」といえば桜のことをさすようにな

りました。平安時代の西行法師が詠んだ有名な歌の「花」

もやはり桜の花です。 

 

 願わくは花の下にて春死なん  

そのきさらぎの望月のころ 

 

 ところで桜が花を咲かす目的は何でしょうか。われわれ

人間を楽しませるためとは考えられません。さくらの花を

思い起こしてください。五枚の花びらの中には、めしべと

おしべがあります。そして子孫をふやすために、おしべの

花粉をめしべが受粉しているのです。 

いってみればこれはさくらの花の愛のいとなみです。それ

をわれわれが見て楽しんでいるわけです。この桜はピンク

の色が鮮やかだの、この桜はちょっと色があせてきたなと

か言いながら。そう考えるとわれわれはたいへん破廉恥な

ことをしているとは思いませんか。それも昼の内ばかりか、

夜暗くなったらライトアップまでして楽しむとは。さくら

にしてみればなんと迷惑なことか。そんな心配をするのは

私の思い過ごしでしょうか。 

 

本日の例会は、コミュニケーション例会です。次年度の委

員会の計画づくりに使わせていただきます。 

 

 

 

＜幹事報告＞     幹事 岩垣津 亘 
 

◎ＲＩ本部より 

・ロータリアン誌 

 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当  今井 俊治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

835 回
49 名 46 名 41 名 － 89.13%

前々回

833 回
49 名 46 名 40 名 3 名 93.48%
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◎国際ロータリー第２６３０地区 ガバナー事務所より 

・地区補助金の募集と申請について 

・ロータリーレートのお知らせ 

５月１日より １＄＝９２円 

 

◎ロータリー米山記念奨学会より 

・ハイライトよねやま１２２ 

 

◎国際ロータリー第２６３０地区 

ガバナーエレクト事務所 西野次期地区代表幹事 

・地区協議会に対するご協力のお礼 

 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

5 月１３日（木） １８：３０～ 新緑家族例会 

高山グリーンホテル 

・会報 

 

○高山西ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

５月２１日（金）→２２日（土）新緑例会 

上高地・平湯館 

 

○津北ロータリークラブより 

・創立４０周年記念誌 

 

 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

・平成２２年度飛騨高山国際協会通常総会開催のご案内 

日時：５月１７日（月）１０：００～１１：００ 

会場：高山市役所４階中会議室 

・平成２２年度飛騨高山国際協会実務者連絡会議開催の

ご案内 

日時：５月１０日（月）１０：００～ 

会場：高山市役所２階２０３会議室 

 

＜高山市都市提携委員会より＞ 

・平成２２年度高山市都市提携委員会会議開催のご案内 

日時：５月１７日（月）１１：００～１２：００ 

会場：高山市役所４階中会議室 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

プログラム委員会  大保木 正博 委員長 

 

 

地区協議会報告      清水 次期会長 
 

 4 月 18 日（日）に高山短期大学に於きまして、国際ロ

ータリー第 2630 地区の地区協議会が開催されました。桑

月ガバナーエレクトの点鐘のあと、早川ホストクラブ会長

の歓迎の言葉、ガバナー挨拶、伊達研修リーダーの研修等

がありました。 

 続いて、桑月ガバナーエレクトの次期ＲＩテーマと地区

活動指針が発表されました。会長エレクト会議、各委員会

の分科会があり、分科会報告のあと講評。次期開催地四日

市クラブの挨拶、閉会の言葉で点鐘。 

 

 第 2630 地区目標として下記重点項目を掲げられました。 

① 毎週の例会を大切にしよう。 

② RI の年次テーマを理解し、奉仕プロジェクトの立案

に役立てよう。 

③ クラブと地区は長期計画を作ろう。 

④ ポリオの状況を理解し、撲滅しよう。 

⑤ 「毎年あなたも 100＄を」推進しよう。 

⑥ 地区大会（高山市）10 月 23 日（土）・10 月 24 日（日）

に参加しよう。 

⑦ 青少年プロジェクトを支援しよう。  

 

 本日の例会は、各委員会にて次年度の計画について話し

合い、計画書を練っていただきたいと思います。地区協議

会での内容を踏まえ、RI 会長賞も考慮してください。ま

た、20 周年を迎えるにあたっての計画も順次進めていき

たいと思います。 

 みなさん宜しくお願いいたします。 
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 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

第２６３０地区ガバナーエレクト 桑月 心 様 次期

地区代表幹事 西野 徹 様 ご来訪を歓迎申し上げま

す。また、先日は地区協議会、ご苦労様でした。まだ始ま

ったばかりですが、お体に気を付けて頂きまして頑張って

下さい。               理事役員一同 

 

４月１８日の地区協議会はお蔭様で無事終わることが出

来ました。本当にありがとうございました。また、劔田さ

ん、久々野さん、これからも地区幹事としてよろしくお願

いします。          高山ＲＣ 桑月 心 様 

 

４月１８日の地区協議会には高山中央ＲＣの皆様にはご

協力頂きありがとうございました。お蔭様で無事終わるこ

とが出来ました。劔田さん、久々野さん、ありがとうござ

いました。         高山ＲＣ 西野 徹 様 

 

桑月ガバナーエレクト、西野次期地区代表幹事のご来訪を

歓迎申し上げます。本日の例会は、次年度事業計画のコミ

ュニケーション例会です。よろしくお願い致します。 

清水 幸平 

 

４月９日、永家さんと共に長野県岡谷市の市民となって

「御柱祭」に参加してきました。７年に一度、いやいや一

生に一度のご縁に感謝してニコニコへ。   島  良明 

 

 

 

結婚記念日にケーキをありがとうございました。美味しく

いただきました。昨日は、「はぐるま会」ご苦労様でした。

私の記憶では、優勝から５位までを当クラブで独占してい

ました。素晴らしかったです。        中田 学 

 

結婚記念日には、ケーキをありがとうございました。無事

２５年を迎えることが出来ました。これからが心配で

す・・・。                坂家 賢司 

 

昨日の「はぐるま会」では、ハンディーをたくさん頂きま

して優勝！馬券も当たり、盆と正月がいっぺんに来たみた

いでラッキーな一日でした。       坂之上 健一 

 

 

昨日「はぐるま会」でゴルフをさせて頂きました。 

        和田 良博 

 

昨日の「はぐるま会」で賞金を頂きましたのでニコニコへ。 

岩本 正樹 

 

寒暖の差に大変な毎日ですが、久々の例会出席に感謝して。 

足立 常孝 

 

昨日の「はぐるま会」で準優勝しましたので。 

三枝 祥一 

 


