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＜黙祷・溝際清嗣さん＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ 奉仕の理想 
 

 

＜会長の時間＞    会長 橋本 修 
 

早朝、河上さんよりＴＥＬが入りました。何事が起きたか

なと思いつつも、現実を受け止めるのに少し時間がかかり

ました。快復する事しかイメージしていないし、今回のバ

ンド発表は間に合いそうもないけれど、又ベースは前の人

を頼むことにしようかなどと話していました。 

中央ロータリーが誕生し起動に乗るまで、初代幹事として

我々には明かしてくれない苦労を随分されたのではと思

っております。誠実な人柄は、ロータリーアンの心の支え

でありました。生き様は彼の最後の姿に示されていました。

スーツ姿にネクタイで、誰よりもロータリーを愛し、仕事

を愛し、家族を愛し続けた姿でした。多くの事を学ばせて

いただきまして本当にありがとうございました。そしてお

疲れ様でした。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 

今日 3月 1日は、高校の卒業式。春は人生の節目を迎える

時でもあります。卒業後は又新たなスタート、入学式、入

社式となるわけですが、最近は、親の同伴入社式があるそ

うです。その理由は、新入社員の三割が三年以内に退社す

るという事で、家庭でも、新戦力をケアしてほしいという

わけだそうです。静岡銀行では、新人 261 人に対し、両親

140 人が平日にもかかわらず出席し、中西頭取が「お子さ

んが、壁にぶつかった時に支えてほしい」と。又、広島市

にあるオタフクソースという会社では、新人 25 人に家族

19 人が出席、「新人が働くことに迷った時、親が会社を知

っていれば子の考えを鵜呑みにせず助言してもらえる」と

の思いからだそうです。もう一社、静岡鉄道では、入社式

後、親向けにグループ会社見学ツアーを実施し、「子ども

が悩んだとき『あの会社は大丈夫』と言ってほしい」と期

待する。など、色々な思いから実施されていますが、一方、

2008 年に東京大学の入学式で保護者に「子離れをしてほ

しい」と訴えたのが、“建築家”の安藤忠雄氏です。「親が

入社式に出るなんて、日本も終わりという感じ、子が少な

くなり、親はどうしても過保護になる。その現状に危機感

を持つ人でさえ、自分の子どもは特別扱い。子どもを突き

放すことは親の役割。勇気を持ってほしい。」と手厳しい

スピーチをされたそうです。皆様方はどう思われますでし

ょうか。 

 

 

＜幹事報告＞     副会長 平林 英一 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・教師部会開催のご案内 

日 時：５月２３日（日）１２：００～ 

場 所：岐阜県民文化センター未来会館 

登録料：4,000 円 

出席者：高校インターアクト顧問教師 

提唱ロータリークラブ次期会長 

提唱インターアクト次期委員長 

◎国際ロータリー第２６３０地区  

濃飛分区 水野ガバナー補佐より 

・国際大会参加のお願い 

○可茂ロータリークラブより 

・会報 

◆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  田中 雅昭 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

829 回
49 名 46 名 40 名 － 82.61%

前々回

827 回
49 名 45 名 45 名 0 名 100% 

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  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/ 
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＜新入会員セレモニー＞ 

新入会員挨拶      堀口 裕之 

皆様こんにちは。私は堀口工務店の専務をしております。

六人兄弟ですが、是までにはどちらかというと代理出席的

な会合が多く自分としても晴れやかさにかけていました

が今日は晴れて堀口裕之として正式に出席できますこと

を大変光栄に思います。何もわかりませんがどうか今後と

も宜しくお願いいたします。 

PS（後日談より）私は溝際さんとはこれまで近所付き合い

をさせていただいており大変お世話になった方で、心より

尊敬いたしておりました。 

そんな折、私がロータリー入会と同時期にご逝去されたこ

とは誠に感慨深い思いでございます。志半ばでご逝去され

た溝際さんのロータリーに対する情熱を一つでも引き継

ぎ、高山中央ロータリークラブの発展に寄与する所存でご

ざいます。どうか今後とも宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紹介者      高木 純 

 

ある節分祭に於いてたまたま隣の席ということで声をか

けたところ二つ返事でＯＫしていただきました。大変喜ん

でおります。恋愛にしても入会にしても二つ返事は良いこ

とだと思いました。堀口さん今後とも宜しくお願いいたし

ます。 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

会報委員会      長瀬 委員長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。本日は会報委員会の例会でございます。

テーブルディスカッションにて運営方法の現状から問題

点など意見交換をお願いしたいと思いますので宜しくお

願いいたします。 

本日の意見をまとめて後日発表させていただきます。 

 

テーブルディスカッションの結果、以下のような意見があ

りました。 

 

＜改善点＞ 

・Ｗｅｂにするか印刷にするかは別として、会報委員長が

責任を持って校正・編集した方が良い。 

・会報は、その年の委員会で好きなように作成していいの

では？ 

・会報誌は紙面で欲しい。 

・パスワードを、もう少し分かり易いワードにして欲しい。 

・現状のままでいいのでは。 

・会報委員会の予算を見直しする時が近い（ペーパレス時

代）。 

・ＩＴ化すると、気持ちを低下させるのでは？今のままで

良いのでは？ 

・紙でないと、なかなか見ないのでは？ 

・紙でないと、わざわざパソコンを動かして見ないのでは

ないか？また、見る人が減ったのではないか？実際に読

まれている率は低いのでは？ 

・経費の節減にはなると思うが、見なくなった。 

例会に出なかった人には意見があるかもしれないが、内

容的に面白くないと見ないのでは？ 

・講師が話しきれなかった内容を伝える場合には、有効だ

と思う。 

・わざわざパソコンでは見ないと思ったので、例会中に読

めるよう、紙でもらっている。 

・写真の選択は、基本的に会報委員とするが、最終的には

ディックさんに取りまとめをしてもらったらどうか？ 

・原稿の取りまとめについては、メール・ＦＡＸにてお願

いする。 

最終チェックは、担当と打合せを行なう。 

・紙出力の希望者を、有料にする。 

・メール配信にすると、みんなが見やすく、よく見るので

は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 829 回 H22･3・1 

 

 

＜３月のお祝い＞ 
 

✿会員誕生日✿ 

堀口 裕之   Ｓ４１年３月 ９日 

渡辺 修治   Ｓ２６年３月１２日 

長瀬栄二郎   Ｓ４９年３月１３日 

水川 巧    Ｓ３１年３月１４日 

永家 将嗣   Ｓ３２年３月１５日 

久々野国良   Ｓ２３年３月１９日 

岩本 正樹   Ｓ３５年３月２１日 

 

✿結婚記念日✿ 

新井 信秀   Ｓ５４年 ３月１０日 

大保木正博   Ｓ５８年 ３月１３日 

新宮 一郎   Ｓ５３年 ３月１４日 

永井 信次   Ｓ５０年 ３月１６日 

高原 武夫   Ｓ４７年 ３月１９日 

三枝 祥一   Ｓ５４年 ３月２６日 

 

 

✿夫人誕生日✿ 

中田 学    康予    ３月 ３日 

劔田 広喜   恵子    ３月１３日 

久々野国良   光枝    ３月１４日 

高原 清人   美奈子   ３月１５日 

仲谷 政美   幸子    ３月２０日 

永家 将嗣   小祐子   ３月２３日 

冨士井忠男   美恵子   ３月２８日 

三枝 祥一   敏江    ３月２８日 

新井 信秀   知子    ３月３０日 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

堀口裕之さん 入会おめでとうございます。奥様潤子さん

には旦那さんが楽しくロータリー活動が続けられる様バ

ックアップ下さる事を節にお願い申し上げます。 

橋本 修 

 

本日より入会させて頂きます。皆様よろしくお願いします。 

堀口 裕之 

 

高山中央ロータリークラブの礎を築いて頂いた溝際清嗣

さんが、お亡くなりになり誠に残念でなりません。謹んで

お悔やみ申し上げます。 

本日から入会の堀口裕之君 ようこそ歓迎申し上げます。 

伊藤 正隆 

 

溝際清嗣さん 長い間ありがとうございました。さような

ら。 

堀口裕之さん 入会を歓迎致します。    島  良明 

 

溝際清嗣さん ありがとうございました。そしてお疲れ様

でした。安らかにお休み下さい。 堀口裕之さんの入会を

歓迎してニコニコへ。           永家 将嗣 

 

素晴らしい先輩が一人先発たれとても残念です。本日から

入会される堀口裕之さんを心から歓迎します。仲良くして

下さい。                岩垣津 亘 

 

溝際さん ありがとうございました。あの優しい笑顔がも

う見られないと思うと悲しくてたまりません。ゆっくりと

お休みください。堀口さんの入会を歓迎致します。 

久々野 国良 

 

 

 

溝際清嗣さん 長い間ありがとうございました。これから

も高山中央ロータリークラブをお見守り下さい。堀口裕之

君 潤子さんようこそ高山中央ＲＣへ。選挙以外でもお会

い出来る事を嬉しく思います。       三枝 祥一 

 

堀口裕之君 潤子さんようこそ高山中央ＲＣへ。これから

も公私共々宜しくお願い致します。     田中 雅昭 

 

堀口裕之さん 入会おめでとうございます。若い力で高山

中央ＲＣを盛り上げて頂く事を期待しております。宜しく

お願いします。               高木 純 

 

堀口裕之さん ご入会おめでとうございます。歓迎申し上

げます。長くお付き合い下さい。      新井 信秀 

 

本日より入会して頂いた堀口裕之さん 気楽な気持ちで

出席して下さい。今後とも仲良くして下さい。 

松之木 映一 

 

堀口裕之さんのご入会を心から歓迎申し上げます。一緒に

有意義に、そして楽しくやりましょう。  大保木 正博 

 

堀口裕之様の入会をお祝いしましてニコニコへ。 

岩本 正樹 

 

堀口裕之様 ご入会おめでとうございます。同年代と言う

ことで長いお付き合いを宜しくお願いします。 

下田 徳彦 

 

早退します。ごめんなさい。   中田 学・道下 利一 

 

溝際清嗣さん ありがとうございました。  河上 美幸 

 


