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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 

＜ソング＞ 奉仕の理想 
＜四つのテスト＞ 

＜本日のビジター＞ 

東京上野ＲＣ  村松 英郎 様 

高山ＲＣ  西野  徹 様 

高山西ＲＣ  阪下 六代 様 

 

＜会長就任あいさつ＞  会長 清水 幸平 
 

高山中央ロータリークラブ

第 20 代会長を務めさせて

いただくことになりました。

クラブ発足 20 年という記

念すべき年度に会長の任に

就かさせていただき、責任

の重大さを強く感じていま

す。 

レイ・クリンギンスミス会長は、米国ミズーリ州カークス

ビルの弁護士です。今年度テーマとして ’Building 

Communities Bridging Continents’「地域を育み 大陸を

つなぐ」を掲げられました。四大奉仕部門を再検討し、地

域社会と国際社会とで活躍するロータリーの存在を表現

したものだそうです。すなわち、クラブ奉仕と職業奉仕は

私たちが人生を謳歌し、善き市民となるよう導いてくれま

す。また社会奉仕と職業奉仕を合わせることにより、地元

の地域社会をより住みやすく、働きやすき場所にすること

ができます。そして、国際奉仕は、海外のクラブと協力し、

世界理解、親善、平和を広め、世界をより良い場所にする

ための機会を、私たちに与えてくれるというわけです。 

私たち 2630 地区のガバナー 桑月心氏は、高山ロータリ

ークラブの出身です。 

ガバナーの揚げられた地区重点項目の推進に私たち高山

中央クラブも協力したいと思います。 

尚、本年度は高山市において地区会員大会が開催されます。

また高山西クラブの主幹のもと濃飛分区のＩＭが開催さ

れます。私たちのクラブも全員の力を合わせて協力してい

きたいと思います。 

さて、本年度は、創立 20 年という節目を契機として、私

たちのクラブがこれまでに築いてきた伝統を継承しなが

ら、新たなる時代に向かって、今後取り組むべき課題を模

索し、全員参加のもと、熱意を持って将来の飛躍に向けて

着実な活動をしていきたいと思います。 

ロータリーの出発点は例会の参加にあります。例会が楽し

く意義のあるものにしなければなりません。例会のより一

層の充実を図り、会員間の更なる交流と親睦を促進し、参

加してよかった例会づくりをしていきたいと考えます。ま

た、会員の退会を防止し、更なる会員増強をめざし、クラ

ブの活性化と資質の向上に努めたいと思います。 

創立 20 周年を祝して、記念例会を開催し、記念行事を計

画したいと思います。 

皆様のご理解、ご指導、ご支援、ご協力を切にお願い申し

上げ、与えられた任務の遂行に精一杯努力したいと思いま

す。なにとぞ一年間よろしくお願い致します。 

 

 

<地区代表幹事挨拶>    西野 徹 様 
 

貴重な例会の時間をお借

りして、少しお願いを申し

あげたいと思います。 

いよいよ桑月の年度が始

まりました。一年間どうぞ

最後までご協力をお願い

したいと思っています。 

さきほどまた、清水会長から会員大会へ協力したいとのお

言葉をいただきましてうれしく思っています。 

おかげさまをもちまして、ガバナー月信もなんとか間に合

わせることが出来ました。そして久々野さんにお願いをし

てガバナーのホームページを開設することが出来ました。 

皆さんにもご覧いただきご意見をいただきたいと思いま

す。 

ガバナーの主な仕事は今始まりました公式訪問です。7月

25日の岐阜 A分区の公式訪問（IM)に始まり、10月 23,24

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当  今井 俊治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

844 回 
49名 47名 42名 － 89.36% 

前々回 

842 回 
49名 46名 43名 2名 97.83% 

創立 1991年 5月 20日 
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「心をつくし、力を合わせて」 
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日の地区大会までに公式訪問を終えなければなりません。 

したがって、実質 3 ヶ月の間に 27 回出て行くということ

になります。それ以外にも周年事業などで 14～15 回出て

行くというふうに聞いておりハードなスケジュールとな

りそうです。 

ガバナーもこのように大変ですので一年間いろいろと皆

様のご協力をいただかないとやって行けないと思います

のでどうか宜しくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 

＜地区からの委嘱状伝達＞ 

2010年 6月 18日付けで、2010-2011年度 

国際ロータリー第 2630地区青少年育成委員会 

副委員長  伊藤 正隆 

 

 

＜幹事就任あいさつ＞ 幹事 大保木 正博 

 

今年度、清水会長の女房役

として幹事を務めさせて

いただきます。 

今年度はクラブ創立 20 周

年という節目の年です。 

また、当飛騨地区からガバ

ナーが出られるので、コ・ホストクラブとしての役割も多

くなってくることと思います。今から身の引き締まる思い

です。皆さんのご協力を宜しくお願いします。 

私は入会 17 年ですが、先輩の剱田さんに教えていただい

た第 2680地区の田中毅 PG（パーストガバナ）の職業奉仕

についての PP を見て大変感動しています。ロータリーの

職業奉仕理念が大変良く、また現実的に良く理解できまし

た。私にとっては、正に目から鱗的な理解でした。 

創立 20周年という節目の年にあって、会員同士が 20周年

を喜び合いお祝いするとともに、今後の中央クラブの発展

のために今一度会発足当時のこうした原点を考えること

も意義あることと考えています。 

一年間よろしくお願いいたします。 

 

 

＜幹事報告＞     幹事 大保木 正博 
 

◎国際ロータリー本部より 

・ロータリーアン誌 

・国際ロータリー2010年規定審議会決定報告書 

◎2009～2010年度ガバナー事務局より 

・ガバナー事務所：伊勢 業務終了のお知らせ 

◎2010～2011年度ガバナー事務局より 

・地区委員委嘱状 青少年育成副委員長 伊藤正博会員 

＜社会福祉法人 飛騨慈光会より＞ 

・佐藤正義理事長退任と窪田哲理事長就任の挨拶状 

＜会報＞ 

・郡上長良川ＲＣ 

＜入会セレモニー＞ 

 

◎清水会長より高島 寧（たかしま やすし）さんの入

会の会長告示 

 

◎推薦者新宮さんから新入会員略歴紹介 

推薦者：剱田広喜、新宮一郎 

高島 寧 （やすし）さんの紹介をさせていただきます。

富山第一銀行の高山支店長に昨年赴任されました。 

生まれは昭和 37年 10月 16日生まれ 47歳です。 

寅年 てんびん座 AB型。 

本店は富山市の総曲輪（そうがわ）、67店舗富山市を中心

に展開。岐阜県内は神岡と高山の 2店舗展開。地方銀行の

中でも財務がしっかりした銀行として有名です。 

富山市出身ですが今は東京に籍があり、奥さんは東京で上

場企業にキャリアウーマンとして仕事をされています。 

私との商売上の付き合いは昭和 37年本町 3 丁目に店を構

えるおり、唯一、富山第一さんが融資をしていただいたと

いう事で、それ以来メインバンクとしてお付き合いしてい

ます。 

またファーストバンク会という会がありその会長が剱田

さんで副会長は堀口君のお兄さんが勤められ私も理事と

して会のお手伝いをさせていただいております。 

先日のゴルフ会の後の懇親会で口説いたところ大変スム

ーズに入会を決意していただきました。私も酔った席でし

たので中央ロータリーは高山をひっぱっている元気な企

業が多いと豪語してしまいましたので、皆さんも是非取引

を少しでもしていただき、ファーストバンク会にも入会し

ていただけたらと思います。 

 

◎新入会員挨拶 

ご紹介いただきました、富

山第一銀行 高山支店長

の高島 寧です。また、経

歴を新宮さんからご紹介

いただきありがとうござ

います。一言ご挨拶させて

いただきます。 

私はいつも部下に「奉仕せよ」と話しています。 

しかし私自身は今まで奉仕をしていませんでした。 

今日からは、ロータリアンとして個人生活、企業生活、社

会生活において奉仕を実践することをお誓い申しあげて

挨拶とさせていただいと思います。 

今後とも宜しくお願いいたします。 

 

◎清水会長より会員バッヂとバナーの贈呈 
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◎ロータリー情報委員長の松之木さんよりロータリー資

料の授与 

 

 

 

 

 

 

 

＜お祝いの発表＞   

親睦活動副委員長  坂之上 健一 

 
今年度は会員の誕生日の

お祝いにロータリーマー

クの入ったネクタイを贈

らせていただきます。 

「創立 20 周年記念例会」

のときに全員で着けてい

ただけたらと思います。 

 

 

＜前年度ニコニコ・出席表彰＞ 

前年度ニコニコ/出席委員長 道下 利一 

 

◎ニコニコ表彰者 

 

◎100％出席表彰者 

19年  橋本 修 劔田 広喜 松之木 映一 

三枝 祥一 清水 幸平 

18年  島 良明 

17年  大保木正博 伊藤 正隆 

15年  渡辺 修治 

13年  岩垣津 亘 

11年  仲谷 政美 

9年  冨士井忠男 

7年  永井 信次 今井 俊治 

5年  岩本 正樹 田中 雅昭 

4年  津田 久嗣 新井 信秀 和田 良博 

永家 将嗣 

2年  下田 徳彦 

1年  高木 純 周 信夫 水川 巧  

都竹 太志 坂家 賢司 

 

＜役員あいさつ＞ 

会長エレクト  平林 英一 

 

とうとう会長エレクトという感じです。 

楽しみにしていた前回のお別れ例会には出席できず残念

でした。 

急に母が体調を崩し計算外の事態となりました。 

今日も欠席になるかと心

配でしたが、様態も母の生

命力で山場を越え、まだ入

院中ではありますが何と

か例会に出てくることが

出来ました。 

これまで、祖母や父の世話もしてきましたが、なかなか大

変です。 

家族の健康のありがたさを実感しています。 

来年度会長を受けさせていただくよう、今年度しっかり勉

強をさせていただきたいと思います。 

15周年がすぎてから、あっというまに 20周年を迎えるよ

うな気がしますが、盛り上がる事業を考えていきたいと思

いますので、皆様のご協力を宜しくお願いします。 

 

副会長  足立 常孝 
 

皆様、今日は。清水幸平会

長のブレーンとして副会

長を仰せ付かった足立で

す。 

清水会長とは、同級生です。

彼は、子供の頃、本町 4丁

目に住んでいました。隣の

町内だったのでよく遊びました。現在も夫婦で仲良くさせ

て頂いております。 

彼が、一年程前のある時、「足立君、俺は、何でもできる

けど１つだけ苦手なものがある。歴代の会長さん方は、う

まくできるのに俺は、努力してもできんものがある。」「そ

の苦手なものを、貴方がやってくれ。後は、何もしんでい

いで、副会長を受けてくれ。」訥々と言われました。 

皆さん意味が理解できますか？答えは、「ゴルフです。」 

たかがゴルフなのです。完璧を求める清水会長は、クラブ

内の親睦ゴルフにも、気配りをしている。こだわりの人で

す。 

Ｈ13 年度の冨士井会長の年、彼がＳＡＡ委員長の時、禁

煙例会を実施し現在に至っています。現在では、常識です

が、当時は、結構抵抗がありました。彼は、一年間禁煙例

会を続けました。「良い事は、継続しよう。」とこだわりま

した。 

こだわりの清水会長のもと、今年度の副会長の仕事は、ゴ

ルフの代打ちだと言われてお引き受けいたしました。 

一年間宜しくお願いいたします。 

 

副幹事  新宮 一郎 

今年度副幹事をさせてい

ただきます新宮です。よろ

しくお願いいたします。幹

事の大保木さんの補助役

として 1年間よろしくお願

いいたします。 

今までは私、幹事泣かせの

新宮という事で有名になった事もありますが、今年度から

1位  島  良明 

2位  橋本 修 

3位  松之木 映一 
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はそういうことの無いようしっかりと務めさせていただ

きたいと思います。 

今年度は地区大会等は桑月さんがガバナーですので高山

での大会という事でバスでの遠出はなさそうですが来年

度は四日市が地区大会の会場だそうですので 1 泊ツアー

の準備をみなさん方から情報を集めて準備させていただ

きたいと思います。 

今年 1 年は補佐役に徹して来年度に向けて準備したいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

会計  剱田 広喜 
 

来年？ではなく今年会計の大役をおおせつかりましたが、

どうか宜しくお願いします。ロータリー創立時のシカゴク

ラブでの目的は会員の職業の発展と会員相互の親睦とい

う二つだけでした。 

会員間の商売の取引が

盛んに行われ、4 人で

創立したクラブは 1 年

間で 200 人以上に膨れ

上がりました。しかし

それは、会員同士の自己満足に過ぎず、お互いの背中のか

ゆい所をかきあっているだけの集まりに過ぎないという

ことで「バックスクラッチ」と呼ばれて新聞などで叩かれ

ました。その後「社会奉仕」という概念が導入されて現在

に至っています。 

私は皆さんのかゆいところに手が届くような会計を目指

したいと思います。 

「ここがかゆいの！」「掻いて！．．．かいてい！．．．かい

けい！」 

 

＜７月のお祝い＞ 
 

✿会員誕生日✿ 

大保木正博   Ｓ３０年 ７月２７日 

✿結婚記念日✿ 

長瀬栄二郎   Ｈ１６年 7月 7日 

道下 利一   Ｈ ２年 ７月１４日 

 

 

 

 

✿夫人誕生日✿ 

島  良明   八重子   ７月 ６日 

橋本 修    暁子    ７月１０日 

永井 信次   洋子    ７月１９日 

岩本 正樹   成美    ７月１９日 

今井 俊治   弘美    ７月２９日 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

今日で 2回目の出席です。今後ともよろしくお願いいたし

ます。        東京上野ＲＣ 村松 英郎 様 

 

いよいよ桑月ガバナーが始動しました。清水会長をはじめ、 

会員の皆様どうかよろしくお願いいたします。 

           高山ＲＣ 西野 徹 様 

 

清水・大保木丸の進水式に立合うことができ光栄に存じま

す。この一年間のご活躍をお祈り致します。   

高山西ＲＣ 阪下 六代 様 

 

村松様・西野様・阪下様のご来訪を心から歓迎申し上げま

す。西野様には、法務大臣表彰受賞 誠におめでとうござ

います。橋本前会長・岩垣津前幹事をはじめ、前年度役員

の皆様、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

今年度一年間、会員の皆様にはご協力をよろしくお願い申

し上げます。      清水 幸平  大保木 正博 

        

みんなに公平の清水会長・ジョークを入れながらの幹事報

告をしたい大保木幹事の一年間の健康をお祈り致します。

先週は妻に立派な花束を頂きありがとうございました。大

変喜んでいました。本日から席を探さなければと思いまし

たら本日は自由席で畳み・・くつろげていいです。西野さ

ん 大臣表彰おめでとうございました。   橋本 修 

清水会長・大保木幹事 本年度楽しい例会になるよう頑張

って下さい。高島さん、当クラブのメンバーになって頂き

ありがとうございます。         松之木映一 

 

橋本前会長 一年間ご苦労様でした。清水会長 頑張って

下さい。大学の先輩西野さん、同期の阪下さんのご来訪を

歓迎します。             針山 順一朗 

 

いよいよ清水丸の出航です。清水会長を初め、新役員の皆

様一年間よろしくお願いします。頑張って下さい。また、

橋本前会長・岩垣津前幹事一年間ご苦労様でした。 

     久々野 国良  伊藤 正隆  高原 武夫 

高木 純  三枝 祥一  岩垣津 亘  岩本 正樹 

 

先週のゴルフコンペで 2位になりました。  新井 信秀 

 

高島寧さん、入会おめでとうございます。今後ともよろし

くお願い致します。            新宮 一郎 

 

新人です。本日よりメンバーになれとても嬉しく思ってい

ます。よろしくお願い致します。       高島 寧 

 

本日早退します。     下田 徳彦  堀口 裕之 

 

本年度ニコニコ委員長をおおせつかりました。前委員長に

負けない様に全力投球致します。皆様一つでも多くの幸せ

事をご披露願えれば幸いです。本年もよろしくお願い申し

上げます。               田中 雅昭




