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＜点 鐘＞ 会長 大保木正博 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞  

 

＜本日のゲスト＞   

ＳＷＩＮＧ代表 小澤 崇 様 

＜本日のビジター＞  

高山西ロータリークラブ 塚本 直人 様 
 

 

＜会長の時間＞ 会長 大保木正博 
 

先回の節分例会から例会に参加いただいております渡邉

甚一さんの入会セレモニーを後ほど行いたいと思います。

先回が移動例会でしたので入

会セレモニー前の例会参加と

なりましたが、当日参加いただ

いた会員の皆さんとは既に懇

親もされたことと思いますが、

今回から正式にホームでの例

会となりますのでよろしくお

願い致します。 

先週土曜日、私の会社の役員が結婚しましたので披露宴に

出席しておりました。当日は可茂ロータリークラブの創立

周年例会が開催されており、代理で出席頂きました中田副

会長にはお忙しい中ありがとうございました。 

披露宴は、挙式を当人及び家族でハワイで済ませており、

ごく近親者で行うということで 30 名程度の臨席者で「洲

さき」で行われました。花嫁は愛知県瀬戸市の方で、本人

をはじめご家族の皆さんは皆高山の懐石料理と祝宴が初

めてということで大変感動してみえました。よそからおみ

えの方々に感動を与える、古の時より縷々脈々と伝承され

て今に伝わる作法、格式、もてなしの心が、飛騨高山が、

他に誇れる伝統であり文化であると思います。その伝統・

文化は食文化のみに留まらず、他のいろいろな職業におい

ても、また日常の生活においてもその根底にずっと流れ続

けているものです。これは飛騨高山プライドともいえるも

のであり、飛騨の人間が誇りを持つべきものだと思ってい

ます。 

新婦のお父様は、国際ロータリー第 2760 地区(愛知県)東

尾張分区瀬戸ロータリークラブ所属のロータリアンの方

でした。瀬戸ロータリークラブは今年設立 57 年目の老舗

クラブで、今年度加藤陽一ガバナーを輩出してみえるクラ

ブです。新婦のお父様も地区副幹事を務めてみえます。私

が所属する高山中央ロータリークラブも創立 25 年で次年

度ガバナーを輩出することをお話ししましたが、「それは

素晴らしいことだ。瀬戸ロータリークラブは創立から 57

年目で初めてガバナーを輩出する。相当以前に一度その機

会があったがその時は縁がなく、今ようやく輩出できた。

ガバナーを出すということは本人とクラブの意思だけで

なく、多くの条件が揃って初めてできるこの上ない名誉で

稀有な事。是非頑張ってください。」と言われました。お

言葉は大変説得力あるものでした。 

戦国時代から、ことが成就する条件は、「天の時、地の利、

人の和」と言われます。それが今見事にそろった私たちの

次期剱田ガバナー年度、創立から 25 年で訪れたこのチャ

ンス、全員で成功に向かって進んでまいりましょう。 

地区大会のスローガンは、飛騨高山プライド、“ 「わ」の

心を文化に!!飛騨高山で!! ”です。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 坂之上健一 
 

○国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

 ・2月のロータリーレート 1＄=120円 

 ・ガバナーナイト inソウルのご案内 

 ・財団ニュース 2月号 

○国際ロータリー第 2630地区ガバナーエレクトより 

 ・国際協議会よりＲＩ会長テーマについて 

   2016-2017年度国際ロータリーテーマ 

「人類に奉仕するロータリー」 

○濃飛グループ次期ガバナー補佐より 

 ・次期訪問日予定と次期会長幹事懇談会について 

○ロータリー日本財団より 

・確定申告用寄付金領収書について 

○ロータリー米山記念奨学会より 

・確定申告用寄付金領収書について 

○ロータリーの友事務所より 

 ・ロータリー手帳お買い上げのお願い 

 （希望者は事務局まで・・） 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

・国際ボランティアスタッフ募集のご案内 

 （チラシを配布しました。応募用紙は事務局へ・・） 

＜（株）クマヒラより＞ 

 ・抜粋のつづりその 75配布の件 

 

◆会長  大保木 正博   ◆幹事  坂之上 健一   ◆会報委員長 谷口 欣也  ◆会報担当 黒地 重雄 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1078 回 
54 名 53 名 49 名 － 92.45％ 

前々回 

1076 回 
53 名 52 名 44 名 4 名 92.31% 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2015～2016 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」 

＜出席報告＞ 
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＜新入会セレモニー＞  
 

新会員：渡辺 甚一  職業分類：農業 

生年月日：昭和 32年 1月 1日生 

住 所：高山市三福寺町 172番地 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

＜本日のプログラム＞  

国際奉仕委員会  久々野 委員長 
 

本日は国際奉仕委員会の担当例会となります。 
本日は、ベトナムにもご家族があり、
ベトナムと日本の架け橋となるよう
な大活躍をされている SWING 代表の
大澤さんに、ベトナムの教育事情や
その援助の方法としてそのような形
がベストなのか参考となるお話をし
て頂きます。 

「ベトナムの教育について」 

講師：ＳＷＩＮＧ代表 小澤 崇 様  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2月のお祝い＞  
 

＜会員誕生日＞ 
該当者なし 

 

＜夫人誕生日＞ 
渡辺 甚一   美子    ２月 ８日 
中田 一男   さち子   ２月 ９日 
伊藤 正隆   順子    ２月１８日 
坂之上健一   孝子    ２月２４日 

 
 

＜結婚記念日＞ 
 

堀口 裕之   Ｈ ４年 ２月 ８日 
谷口 欣也   Ｈ １年 ２月１８日 
伊藤 正隆   Ｓ５６年 ２月２５日 

 
 
 
 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

初めてのメイクアップに伺いました。高山西ＲＣの塚本で
す。少し緊張しておりますが、今日はよろしくお願い致し
ます。 高山西ＲＣ 塚本 直人 様 
 

高山西ＲＣの塚本直人様のご来訪を歓迎致します。 
 理事役員一同 
 

本日は、スイング代表 小澤様よろしくお願いします。 
 久々野国良 
 

高山西ＲＣの塚本直人、本日は勇気を振り絞ってのメーキ
ャップ歓迎致します。 坂之上健一 
 

高山西ＲＣの塚本直人さんのご来訪を歓迎致します。 
 下田 徳彦 
 
渡辺甚一さん、高山中央ロータリークラブに入会して頂き
ましてありがとうございます。 伊藤 正隆 松之木映一 
 

渡辺甚一さんの入会をご歓迎致します。 橋本 修 
 

渡辺さんの新入会を歓迎して。 田中 雅昭 
 

渡辺甚一さんの入会を歓迎致します。よろしくお願いしま
す。 村瀬 祐治 
 

本日配布の創立 25 周年記念誌において、会員歴 3 年目な
がら写真が載っていたので有り難い事。25 年の内、たっ
た 2年半なのに。 高橋 厚生 

 
 
 

第 13回雫宮祭を 3月 13日（日）に開催します。是非見に
来て下さい。そして、何と言っても是非ご協力何卒よろし
くお願いします。 都竹 太志 
 

先日行われました節分会での人情劇は何とか無事終了い
たしました。ご声援下さいました皆様ありがとうございま
す。妻と娘が観劇に来て写真を撮ってくれましたが、見事
に一枚も写っていませんでした。お持ちの方がありました
ら Lineでも Facebookでも結構ですので送って下さい。 
 中田 專太郎 
 

先週、ロータリー事務所に行った時、高山中央ＲＣの 10
周年記式典の DVDがありましたので、借り来て家で見まし
た。皆さん若く懐かしく思いました。亡くなられた方もい
て何とも言えない気持ちでした。 平林 英一 
 

本日の講師、小澤崇様よろしくお願いします。また、高山
西ＲＣの塚本直人様ようこそ。私事ですが、1月早々から
葬儀、入院、法事と大変な日々でした。皆様、健康には注
意しましょう。大保木正博さん、坂之上健一さん、久々野
国良さん見舞ありがとうございました。 松之木映一 
 

所用により早退します。スタッフがインフルエンザで大変
です。皆様も気を付けて下さい。 鶯塚 英雄 
 

入会早々、早退させて頂きます。 渡辺 甚一 

 


