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＜点 鐘＞ 会長 大保木正博 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞  
 

 

＜会長の時間＞ 会長 大保木正博 
 

今日は本年初めての通常例会です。本年初めてお会いする

方もみえます。 

本年もよろしくお願いいたします。 

先週 1 月 11 日は新年家族例会でしたが、楽しいひと時を

過ごさせていただきました。親睦委員会の皆さんには準備

等ありがとうございました。 

翌 12 日は剣田ガバナーエレクトが国際協議会に出席され

るについての壮行会でした。 

剣田ガバナーエレクトはご夫婦で昨日高山を出発され、今

はサンディエゴに到着され、明日から始まる勉強に備えて

みえることと思います。 

無事のお帰りをお祈りしたいと思います。 

さて先週末には大変悲惨なニュースが飛び込んできまし

た。 

長野県軽井沢町の碓氷峠で起きたスキーバス転落事故で

す。洋々たる将来ある大学生 12 名の尊い命が失われまし

た。詳細が分かるにつけ、バス運行会社の法令順守意識の

低さが露呈されました。法令違反は 20 項目にのぼるとい

い、驚くばかりです。夜間の高速バスの事故は過去にも発

生していますが、その都度運行会社の法令違反行為が取り

ざたされてきました。その教訓が今回も活かされず大変残

念な思いでいっぱいです。 

他方でこうした事故の背景には、過去の急激な規制改革政

策の弊害も垣間見られ、今回の運行会社が処分されれば済

む問題ではない深い課題も感じられます。しかしながら、

ことは世の中で最も尊重されるべき生命に関することで

す。バス運行会社は厳しくその責めを負わねばならないで

しょう。 

私たちも経営を預かるものとしてこれを他山の石として、

常に言行を四つのテストに照らしながら行なっていきた

いと思います。 

今回のバス転落事故を契機として、今一度業界の体制と関

連法令自体の実態検証と再発防止策が早急に策定される

ことを望みます。 

併せて犠牲となった若者たちのご冥福を心からお祈りし

たいと思います。 

昨日 1月 17日で、6,432人が亡くなった阪神大震災の発生

から 21 年が経過し、被災地各地で市民による追悼行事が

行なわれました。 

節目となった昨年に比べ追悼行事は半減したと言い、主催

するボランティア団体でも世代交代が進行しており追悼

行事の継承も課題となっています。 

また被災者の高齢化が進み、20年を区切りに「借り上げ復

興住宅」からの退去等、新たな課題が突きつけられていま

す。 

改めて災害への備えと発生後・復興期の対策の必要性と、

先のスキーバス転落事故とあわせて、生命の重さ・大切さ

を痛感した週末でした。 

 

 

＜幹事報告＞ 中田 学 副幹事 
 

◎ＲＩ本部より 

 ・ザ・ロータリアン誌 

○国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

 ・1月ロータリーレート  

  １＄＝１２０円 

 ・2016年会長エレクト研修セミナーのご案内 

  日 時：3月 12日（土）～13日（日） 

  会 場：ひだホテルプラザ  

  登録料：20,000円 

 ・バギオだより 

 ・財団室ニュース 1月号 

 ・地区大会ページ開設について 

（1月号のガバナー月信参照） 

 ・第 5回日台ロータリー親善会議のご案内 

 ・国際青少年交換 2016-17年度夏期派遣学生再募集のご

案内 

  （詳細につきましては青少年奉仕委員長に 

お尋ねください） 

○高山ロータリークラブより 

 ・例会変更について 

  1月 21日（木）１２：３０～  

ホテルアソシア高山リゾート 職場訪問例会 

＜叙勲褒章受章祝賀会事務局より＞ 

・平成 27年高山市叙勲褒章受章祝賀会開催のご案内 

日時：1月 29日（金）１６：００～ 

会場：高山グリーンホテル 

  

◆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 谷口 欣也 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1075 回 
53 名 52 名 46 名 － 88.46％ 

前々回 

1073 回 
53 名 52 名 40 名 4 名 84.62% 

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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＜飛騨地区小中高特生徒指導連携強化委員会より＞ 

 ・平成 28 年版 あったかい言葉かけ運動カレンダー送

付について 

＜年賀状＞ 

 ・ガバナー事務所  ・次期ガバナー補佐 原 明治 

 ・（有）第一工芸   ・斐太バス（株）   

・（株）オクトン 

 
 

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー 
 

クラブ管理運営委員会   

統括理事  高原 清人 
 

2015.12.07 
前任の中田学委員長の活動報告
書を皆さんに説明させて頂いた
うえで、今現在の会員意識調査
として、アンケート調査を実施
しました。 
例会上での回収でしたので
37/55と大勢の方々にご回答いただけました。 
個の皆様の貴重なご意見を元に、委員会を開き今後の中央
ＲＣの活動並びに進むべき方向を模索しご報告させて頂
きます。 
2015.11.14 
会員皆様のご理解、ご協力の下、創立 25 周年が成功裏に
終える事が出来ました。記念式典、記念講演、親睦会とそ
れぞれの部署を担当して頂いた皆様のご尽力の賜物と感
謝いたしております。 
この式典に先立ち 8/23 に実施した記念事業「カタリバ」
はまさに中央ＲＣらしく、今後の青少年育成活動に繋がる
事業となりました。 
後、残る活動としては、記念誌の発行と、バナーの製作と
なりましたが、最後まできっちり仕上げたいと思っており
ます。 
では、皆様に感謝の気持ちとともに、中間のご報告とさせ
て頂きます。 
 
 

クラブ奉仕委員会   

統括理事  田中 雅昭 
 

 

 

 

※親睦委員会 委員長 岩本 正樹 
基本方針 楽しく有意義な時を提供することにより会員
間のさらなる友情を深める 
1. 平成 27 年 8 月 1 日（土） 納涼例会 ヒダホテルプ

ラザ 
2. 平成 27年 12月 21日  望年例会 銀水庵 
3. 平成 28年 1月 11日 

新年家族例会 ヒダホテルプラザ 
4. 平成 28年 2月 1日     

節分例会 飛騨総社及び山陣 
5. 平成 28 年 5 月 16 日から 25 日（水）に変更しルクセ

ンブルグロータリアンとの交流会を行いますので予
定変更してください。 ヒダホテルプラザ 

予算合計 ￥550,000 
 

※友好クラブ交流委員会 委員長 清水 幸平 
基本方針 創立 25 周年にあたり相互の交流を通し友愛・
親睦を深める 
1. 平成 27年 11月 14日 

創立 25周年記念例会を開催 
2. 平成 27年 11月 15日 

市内観光及び親睦ゴルフを行いました。 

3. 平成 28年 2月 19日 20日 
平塚湘南ＲＣ創立 25周年記念例会予定 

予算合計 ￥100,000 
 

※会報委員会 委員長 谷口欣也 
基本方針 例会報告、各委員会の活動及び通知事項を掲載
した会報を遅延なく発行することで、ロータリー活動の理
解と関心を深めて頂くよう努める。 
1. 10名の委員が協力し合い当番制で担当をしています。 
2. 会報はＨＰでご覧いただけますので是非とも活用し

てください。 
予算合計 ￥586,440 
 

※出席/プログラム委員会 委員長 平林 英一 
基本方針 ロータリアンの基本である出席義務を確認し
例会出席率の向上を目指す。 
ロータリー活動の共通理解と会員相互の交流を深めるよ
うな有意義なプログラムを制作する。 
1. 平成 27年 12月 14日  

2016年地区大会実行委員長の時間 島実行委員長 
2. 平成 28年 3月 14日  会長エレクトの時間 次期会

長の想いを語って頂く 
3. 平成 28年 4月 4日   恒例のボーリング大会 
4. 平成 28年 4月 11日   

2016年地区研修協議会 4月 17日についての時間  
  伊籐次期地区代表幹事による 
5. 平成 28年 5月 23日から 16日に変更し 

創立記念例会として最優秀出席率 
  100％会員の夫婦を招待しロータリーと夫婦の卓話を 

お願いする。 
6. 平成 28年 5月 30日  会員スピーチ 新会員 
7. 平成 28 年 6 月 6 日   剱田ガバナーエレクトの時

間 
8. 平成 28年 6月 27日  最終慰労例会を企画 
9. 次年度第一例会にて   優良出席会員表彰 
予算合計 ￥230,000 
 

※広報・雑誌・ＩＴ委員会 委員長 周 信夫 
基本方針 クラブの取り組みについて会員とメデイアに
的確な情報を提供する 
1.平成 28年 2月中旬   
高山 3ＲＣ合同で高山市民時報社にロータリー特集号を
掲載する。 

2.平成 28年 2月 15日 さるぼぼ編集室の担当者に卓話を
して頂く 

 予算合計 ￥65,000 
 
※ニコニコ委員会 委員長 高木 純 
基本方針 会員、ご家族、ご親族、会社、所属団体、地域
などなど身の回りの慶事・祝辞に思いをはせ、ニコニコの
精神で自発的な寄付をし、例会でも 
笑いを保ちニコニコへ積極的な参加を促す。 
1. 年間目標金額 ￥700,000  

1月 17日現在￥296,000 残￥404,000 
2. 平成 28 年 2 月 1 日 節分例会時のオークションに積

極的な参加と多くのニコニコをお願いします。 
3. ニコニコ表彰 次年度第一例会にて 
予算合計 ￥15,000 
 

※ロータリー情報委員会 委員長 山本 辰男 
基本方針 会員にロータリーにていて知識と理解を深め
る情報を提供する。又新会員を中心にロータリーに関する
知識やルールなどについて勉強会ＩＤＭを行う。 
1. 平成 27年 8月 23日  創立 25周年記念事業に協力 
2. 平成 27年 9月 28日 剱田ガバナーエレクトよりロー

タリーの知識と理解を深める為の卓話をして頂きま
した。 

予算合計 ￥40,000 
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職業奉仕委員会   統括理事  足立 常孝 
 

中間報告 
次回例会（1月 25日）が唯一の担当例会です。 
会員の増強を諮る前提で、会員個々の職業が安定しない状
況では奉仕活動どころでありません。会員皆さんの自社企
業への思い入れを、若手会員の長瀬さんと高橋さんに職業
について、会社について、社員教育の過程や信念について
スピーチしてもらう予定です。 
例会出席が基本原則で、会員スピーチによる職業倫理のレ
ベルアップが出来れば幸いと存じます。 

 
 
 
 
 
 

 

奉仕プロジェクト委員会 

統括理事 久々野国良 
 

①「親子で体験“飛騨の匠の技を体験しよう”組み子作り
を開催しました。 
高山工業高校にて 2015年 8月 8日 予算 ￥120,000  
総事業費￥296,636 内、地区補助金￥184,636 
当クラブ支出 ￥112,000 
参加人数  小学生 41名・保護者 37名 
      特別参加・青空見聞塾（外国人）28名 
当クラブからは会員 35 名の方にご協力をいただき、大
盛況で終了いたしました。 

②社会奉仕委員会 委員長：都竹大志さん・副委員長：下
田徳彦さん 
・10月 5日ＮＰＯ法人「参画プラネット」常務理事中村
奈津子さん による 
「女性のためのワーク・ライフ・バランス」という卓話
をしていただきました。 
・次回は 3 月 28 日 ロータリー財団の方から「母子の
健康」と題して、ポリオ撲滅の卓話を予定しております。 

③環境保全委員会 委員長：和田良博さん・副委員長：道
下利一さん 
・3 月 7 日「水と衛生月間」で水、衛生施設及び人間居
住をテーマとして世界の現状を再確認する、講師例会を
予定しております。 

④国際奉仕委員会 委員長：久々野國良・副委員長：渡辺
修治さん 
・9月 27日ＮＰＯ法人「ムラのミライ」常務理事 大塚
由美子さん による 
「ムラのミライ」の活動内容や「ネパールの現状につい
て」の卓話をいたしました。 
・2 月 8 日には㈱スイング 代表小澤さんによる「ベト
ナムの小学校教育の現状や、有効な支援の在り方」など
の卓話を予定しております。 
 

⑤ロータリー財団委員会 委員長：今井俊治さん・副委員
長：永井信二さん 
・10 月 26 日 地区ロータリー財団部門・補助金小委員
会委員長：原 正昭様による「ロータリー財団とは」と
の卓話を実施いたしました。 

⑥米山奨学委員会 委員長：大原 誠さん・副委員長：黒
地重雄さん 
・10 月 19 日 米山奨学会について目的・業務内容の理
解を深めるために 
１本目は「ひろがれ 人づくりの輪」、2本目は「米山親
善大使」という 2本のビデオを鑑賞・学習をいたしまし
た。 

 
 
青少年奉仕委員会   統括理事  中田 学 
 

①昨年 7/15中山中学校にて「出前講座」を実施 
2年生 174名 15グループ 
基調講演として大保木会長 現在へ至るお仕事や人生
の足跡について優しく解りやすく語って頂きました。 
生徒たちの心にしっかり刻まれたと感じました。 
あわせてグループ討議 15 グループに講師としてご協
力頂いた皆様有難うございました。 
大変大切な事、大変な事もありますが続けてほしいと思
います。 

②昨年 11/2「インターアクトへの理解を深める例会」とし
て。下呂 RC 地区委員長の向井龍三さんと益田清風高校
今井りえ子先生をお招きして活動をご説明頂きました。 
正直、あまりわかっていないところがあったので、勉強
になり、そのように私たちが関わっていけるのかを考え
る機会になったと思います。 

③本年 5/2「出前講座」実施報告、検証例会をさせて頂く
計画です。 
生徒さんからのアンケート、手紙、参加されたメンバー
のご意見合わせて先に繋げる機会にしたい。 

 
 

＜１月のお祝い＞  
 

＜会員誕生日＞ 
今井 俊治   Ｓ３０年 １月１０日 
和田 良博   Ｓ２６年 １月１１日 
足立 常孝   Ｓ２７年 １月１５日 
西倉 良介   Ｓ３０年 １月１８日 
周  信夫   Ｓ３８年 １月２３日 
高殿 尚    Ｓ３８年 １月２３日 
高木 純    Ｓ３３年 １月３０日 
都竹 太志   Ｓ４０年 １月３０日 
中田 学    Ｓ３９年 １月３１日 

＜夫人誕生日＞ 
山本 辰男   克子    １月 ２日 
清水 幸平   洋子    １月１４日 
高殿 尚    知子    １月２９日 

＜結婚記念日＞ 
剱田 廣喜   Ｓ４９年 １月２４日 
渡辺 修治   Ｓ５４年 １月２６日

 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

1/5、クラブメンバー何人かの方とゴルフ初打ちに行きま
した。ＤＣ２個と準優勝を頂きましたのでニコニコへ。 
 植木 眞吾 
 

「四つのテスト」のパネルを忘れてごめんなさい。 
 久々野国良 
 

1/5・1/6 の父の葬儀の際は年頭のお忙しい中お参り頂き
ましてありがとうございました。心よりお礼申し上げます。 
 坂家 賢司 

 
 

 

この度の父の葬儀に際しまして皆様方にお心遣い頂き誠
にありがとうございました。1/24岐阜新聞に「命の写真」
でお世話になった松永知恵美さんが大きく紹介されるそ
うですのでご案内します。 下田 徳彦 
 

母の葬儀には色々とありがとうございました。私自身、検
査入院の為の大変な時期でした。皆様も身体には充分注意
して下さい。 松之木映一 
 


