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しませんかという提案がありました。
「10 余年に渉る交流
が両クラブにとって意義あるものになっていますが、親善
交流だけでなく創立 20 周年を記念して何か事業をしよう」
ということでした。しばらくして平塚湘南 RC から中学生

＜本日のビジター＞
地区代表幹事
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地区大会実行委員長
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の駅伝大会の企画が提案されました。理事会で協議してい
ただいたところ、今回の事業は中学生を対象にした事業と
いうことで、実現は難しいだろうという意見が出ました。
しかし中山中学校の先生たちの英断と、高山市と平塚市の
教育委員会のご協力のもとみごとに実現することができ
ました。他地区の中体連の大会にオープン参加するという
ことは難しいことのようで、これもロータリークラブとい

10 月は大きな行事が続きました。9 月 29 日北稜中学校出

う民間の働きかけがあって初めて実現した事でした。

前講座。10 月 2 日濃飛分区の IM。4 日次期役員指名委員

16 日には飛騨地区中学校駅伝競走大会が開催されており、

会。12 日飛騨高山高校の演習林での植樹例会。16～17 日

この大会終了の後にすぐさまバスにて平塚へ向かって出

平塚市中学校駅伝大会参加。23～24 日地区大会。それぞ

発という生徒にとってはたいへんハードなスケジュール

れの行事に参加していただいた皆さま、またお手伝いいた

でした。宿舎のある平塚総合公園に到着したのは予定の時

だいた方々には心から感謝申し上げます。ありがとうござ

間を過ぎていました。夕食を食べてさっそく湘南コースの

いました。

下見。入浴のあと生徒は就寝。我々と先生は平塚湘南 RC

地区大会にて今年度も RI 会長賞を受賞しました。これは

との交流会に参加しました。平塚湘南 RC からは 10 数名の

昨年度のクラブ活動の成果です。橋本前会長、岩垣津前幹

参加があり、先生たちの挨拶があったりしてたいへん盛り

事を始めクラブの皆さまご苦労様でした。事務局の河上さ

上がりました。大会当日は天気も良く駅伝日和でした。会

んのご努力にも心から感謝申し上げます。

場の平塚競技場はベルマーレのサッカー場にもなってい

新世代・青少年育成委員会の事業である「中学生駅伝大会」

る素晴らしいグランドです。コースは平塚総合公園内の周

の報告をさせていただきます。10 月 16～17 日に中山中学

回コースで、自然の中を走る安全で快適なコースでした。

校の駅伝チーム男女 2 チームとともに総勢 29 名で平塚市

生徒たちも素晴らしい環境の中を楽しく走ることができ

へ行って来ました。高山中央 RC からは谷口新世代・青少

たようです。

年育成委員長、長瀬栄二郎さん、大保木幹事と私の 4 名。

成績は、女子チームが 1 位、男子チームが 2 位でした。男

中山中学校は、坂本校長、廣田先生、岡崎先生の 3 名、高

女ともに素晴らしい成績を上げることができました。しか

山市教育委員会から上出指導主事 1 名。生徒は、男子 9

しオープン参加ということで成績は参考記録ということ

名、女子 8 名の 17 名。それに保護者 3 名と運転手 1 名で

です。

す。

開会式には平塚市の大蔵市長も出席され挨拶をされまし

今年の 3 月に、平塚湘南 RC の杉崎委員長が来高され、当

た。この大会に市長が出席されたのは初めての事だそうで

時の橋本会長、岩垣内幹事とともに会談しました。その席

す。開会前には坂本校長ともども市長と歓談させていただ

上、創立 20 周年を記念して、両クラブ共同で奉仕活動を

きました。また女子の競技は市長ともども全員が楽しく観
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戦することができました。今回の駅伝大会の参加は、高山
市と平塚市の交流に大いに貢献したと思います。
大会終了後は公園内のレストランで、中山中学校生徒と、
平塚市の神田中学校の生徒と交流会をしました。この席で
は、平塚湘南 RC のご配慮で中山中学校の男女チームに優
勝と準優勝の花束を贈呈していただき、両チームの活躍を
祝っていただきました。駅伝で競い合った両校の中学生は、
親しく話し合いお互いの交流ができたようです。平塚の生
徒たちは、来年は是非高山へ行きたいと話していました。
帰路はバスで箱根駅伝のコースを走り、箱根駅伝ミュージ
アムにも行きました。箱根駅伝で活躍した選手たちの映像
を見たり、展示してあるシューズに触れたりして楽しんで
いました。今回参加した選手の中から箱根駅伝に選抜され
る選手が出てくればこんな嬉しいことはありません。

～（創立 20 周年）地区を超えて
友好都市の中学生駅伝交流～
「平塚市中学生駅伝大会」
新世代・青少年育成委員会

谷口 委員長

今回の事業は中学生の交流を第一にしましたので、会員の
参加は少人数になってしまいました。来年開催の両クラブ
の創立 20 周年記念例会には相互に訪問し合い、大いに交
流に努めたいと思っています。皆さんの多数の参加をよろ
しくお願い致します。

＜幹事報告＞

幹事

大保木

正博

◎RI 本部より
・ロータリーアン誌 10 月号 11 月号
◎ガバナー事務所より
・国際其督教大学東ヶ崎潔記念ダイアログハウスご献金
のお願い
・麻薬覚せい剤乱用防止センター広報啓発誌
・11 月 1 日から 1＄＝82 円
◎地区事務所より
・ロータリー米山記念奨学会 2009 年度決算報告
・2009 年度事業報告書（2010 年度事業計画
予算及び役員・委員名簿）
・2009 年度事業報告書（統計・資料編）
・クラブ米山記念奨学委員長の手引き
・米山寄付金マニュアル
・米山学友の群像
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞
・人権だより No43
＜高山ハンドボール協会より＞
・高山市長杯プログラムのご案内

平成 22 年 10 月 17 日、
当クラブは友好クラブである第 2780
地区平塚湘南ロータリークラブと共に、中学生の駅伝大会
交流を行いました。
これは友好クラブ提携を結び、ともに今年度創立 20 周年
を迎えた平塚湘南ロータリークラブと高山中央ロータリ
ークラブとが青少年交流事業の一環として企画し実現し
たものです。
神奈川県平塚市と岐阜県高山市は昭和 57 年 10 月 22 日に
友好都市の提携をしていますが、両市の交流の歴史は古く、
いまから 900 年前に平塚八幡宮の御分霊が、高山市山口町
の桜山八幡宮に奉られたころからです。現在では市民交流、
各種団体の相互訪問、文化交流、市職員の交換派遣など、
さまざまな形で親善友好関係を深めています。

＜本日のプログラム＞
米山奨学委員会

今回の青少年交流は、平塚市の中学校駅伝大会に高山市の

渡辺

ロータリー米山記念奨学会
「すばらしい贈り物」

委員長

中学校大会で優勝した中山中学校の男女駅伝チームが参
加する形で行いました。中山中チームはオープン参加のた
め正式記録にはなりませんが、男子女子共に大変優秀なタ

DVD 映写会

イムでゴールする大健闘を見せ、大蔵平塚市長をはじめ平
塚市民の皆さんから盛んな拍手を受けていました。
その後中山中チームは平塚市神田中学校の駅伝チームの
学生との親睦会で親交を温めました。席上、今回の中山中
チームの滞在中、クラブを揚げて強力にサポートいただい
た平塚湘南ロータリークラブの皆さんから中山中チーム
の健闘を讃え花束が贈られました。
社会奉仕や青少年育成をはじめとする社会教育において
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は行政の力だけではなく、民の力が大変重要となってきて
います。私達ロータリークラブが民の力としてこうした社
会的要請を担っていくことは、今後の重要な奉仕活動の一
つと考えます。そうした面からも今回共に設立２０周年を

○2010-11 年度国際ロータリー第 2630 地区大会より
地区大会実行委員長 岩堤 慶明 様
地区代表幹事 西野 徹 様
地区大会幹事 野畑 国久 様
・ご訪問され、感謝を述べられました。

迎えた私達友好クラブが地区を越えて協力し、それぞれの
地元の友好都市間の中学生交流をコーディネイトした意
義は非常に大きいものでした。

＜その他の報告＞
○20 周年記念委員会
島 委員長より
・記念旅行は、おおむね函館コースに決まりました。

■開 催

日

2010 年 10 月 23 日（土）・24 日（日）

■開 催 場 所 高山市民文化会館
■ﾎ ｽ ﾄ ｸ ﾗ ﾌ ﾞ

高山ロータリークラブ

■ｺ ･ ﾎ ｽ ﾄ ｸ ﾗ ﾌ ﾞ

高山西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・高山中央ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

記念講演

金

美麗

今年も「RI 会長賞」を受賞しました。
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＜10 月のお祝い＞

✿夫人誕生日✿

✿会員誕生日✿

岩垣津 亘

則子

１０月１１日

和田 良博

景子

１０月１１日

田中 雅昭

栄子

１０月１３日

永井 信次

Ｓ２５年１０月 ５日

中田 專太郎

Ｓ３０年１０月 ６日

伊藤 正隆

Ｓ２７年１０月１１日

✿結婚記念日✿

坂之上健一

Ｓ３１年１０月１７日

津田 久嗣

Ｓ６２年１０月 ４日

岡崎 壮男

Ｓ３５年１０月２１日

針山順一朗

Ｓ５４年１０月１４日

冨士井忠男

Ｓ１７年１０月２５日

坂之上健一

Ｓ５７年１０月１９日

谷口 欣也

Ｓ３５年１０月２７日

今井 俊治

Ｓ５４年１０月２３日

三輪 義平

Ｓ ５年１０月２８日

永家 将嗣

Ｓ５６年１０月２５日

平林 英一

Ｓ５２年１０月３０日

久々野国良

Ｓ５１年１０月３１日

＜ニコニコＢＯＸ＞
地区大会 無事終わりました。貴クラブ、会長・地区役員

高山における地区大会が無事終わり皆様ご苦労様でした。

他全員登録を頂いた上、当日は沢山の皆様にお手伝いを頂

また、先日は妻の誕生日にお花を頂きありがとうございま

きましてありがとうございました。また、ロータリーバン

した。

岩垣津 亘

ドで花を添えて頂きお礼申し上げます。貴クラブ事務局員
河上さんにも長期に渡りお手伝い頂き貴クラブの協力に

地区大会には、皆様大変ご苦労様でした。さて、当社“デ

感謝します。

ィック”は設立以来２３年 有限会社ディックとして皆様

高山 RC

西野 徹 様
慶明 様

に可愛がって頂きましたが、１０月２１日より“株式会社

野畑 国久 様

ディックナレッジテクノ”と社名変更しました。是非今後

岩堤

ともよろしくお願致します。

久々野 国良

高山ＲＣの西野地区代表幹事様、岩堤地区大会実行委長
様、野畑地区大会幹事様のご来訪を歓迎申し上げます。

地区大会会員懇親昼食会では、総社の獅子舞に沢山のおひ

地区大会が盛大に成功裡に開催されましたことを心から

ねりを頂きましてありがとうございました。お呼びがあれ

お喜び申し上げます。

ばどこへでも行きますよ。

役員・理事一同

道下

利一

西野徹地区代表幹事 岩堤慶明地区大会実行委員長 野

土曜日はロータリーバンドの応援ありがとうございまし

畑国久地区大会幹事の皆様におかれましては、地区大会

た。役員の皆様本当にお疲れ様でした。最後はいつもの国

が盛会に終わり心からお祝い申し上げます。誠にご苦労

際貢献もお疲れ様でした。

高木 純

様でした。また、昨夜は沢山のお酒を頂戴しありがとう
ございました。

清水 幸平

１０月２４日次女の二人目の孫、女の子が誕生しました。
地区大会後の宴会中で酒が入っていた為、来週出産予定の

二日間に渡り、皆様ご苦労様でした。特に今日お越しの西

長女の運転で稲沢まで行き、私によく似た大変可愛らしい

野地区代表幹事様

孫を見て来ました。

岩堤地区大会実行委員長様

野畑地

田中

雅昭

区大会幹事様 お疲れ様でした。大成功おめでとうござい
ます。あとはゆっくり休んで下さい。

伊藤 正隆

本日は雫宮祭りの協賛及び担ぎ手募集の為に貴重な時間
を頂き誠にありがとうございました。祭りの意義をご理解

高山ＲＣの皆様本当にご苦労様でした。ロータリーバンド

頂き、どんな形でも結構ですのでご支援の程お願い申し上

が無事終わることができ肩の荷がおりた感じです。皆様方

げます。

都竹

太志

本日 早退します。

下田

徳彦

のご協力ありがとうございました。

橋本 修

地区大会ご苦労様でした。また、いろんな所で写真を使っ
て頂きましたのでニコニコへ。

三枝

祥一

