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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆様こんにちは 

7 月 9 日名古屋グランドホテルに於いて、地区大会企画会

議が開催され、島実行委員長の説明により、無事承認の運

びとなりました。ご苦労様

でした。いよいよ地区大会

へ向けてステップの時と

考えます。また昨日は益田

清風高等学校による、夏の

アジア・アフリカ救援衣料

回収・募金活動に参加して

いただきました皆様、ご協

力ありがとうございまし

た。 

今年の梅雨も間もなく明け、暑い夏がそこまで来ておりま

す。どうぞ無理をなさらず早寝、早起きで体調管理をしっ

かりなさって下さい。本日はクラブアッセンブリーです。

後ほど各委員長さんから今期の活動計画を発表して頂き

ますが、すべての委員会に置いて何かしらＲＩ会長賞受賞

の為の項目が含まれておりますので、ＲＩ会長賞を意識し

た活動にして頂ければ幸いです。そして全員参加の各委員

会を目指して頂きたいと思いますので、委員長さん、よろ

しくお願い致します。 

さて皆さんもよくご存じの坂本竜馬を嫌いな人は少ない

と思います。坂本竜馬のモテたコツは日本中を歩き回り

（約 3 万ｋｍで地球一周 4 万ｋｍ）亡くなる 32 歳まで、

さまざまな立場の人と出会い、想いを聞いて歩いたそうで

す。 

そして相手の望んでいることを把握し、手段を探し出すこ

とで幸せにしてしまう優れた能力と行動力にあると言わ

れております。私たちも常に多くの方と出会い、また語ら

い、時には一献を交わしながら心と心を差し出す様は、ま

さにロータリアンとしての最初の一歩であり、いつしか友

情が生まれ、情熱のもとで「ロータリーとは」何ぞやと、

時を忘れて語り合う最高の場であると思います。 

「感謝する前には 感動があり、感動する前には 行動が

ある」 

ですから例会に数多く出席し坂本竜馬を探そうではあり

ませんか。あなたの隣に座って見える方なのかもしれませ

ん。あるいはあなた自身かもしれませんよ。剱田ガバナー

が言われているロータリー活動は、例会出席から始まり、

親睦を深め奉仕の心を高め、職業奉仕、社会奉仕、国際奉

仕、青少年奉仕の実践へと繋がっていくのだと。そして人

格を高める絶好の機会であると確信いたします。行動し、

感動し、感謝しましょう。さて今回の会長支持率やいか

に？ 

 

＜幹事報告＞  幹事 中田 学 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・バギオだより 

 ・第 15回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

  日時 10月 15日（土）10：00～ 

  会場 日本棋院会館本院 

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナーエレクト事務所よ

り 

 ・事務所開設のご案内 

  〒518-0823 三重県伊賀市上野丸之内 57-4 

 センタービル 3Ｆ 

   TEL 0595-41-2631  FAX 0595-41-2632 

   E-Mail 1718@rid2630.org 

○高山ロータリークラブより 

 ・高山 5クラブ親善ゴルフコンペ開催のご案内 

  日時：9月 18日（日）12:36スタート 

  会場：飛騨高山カントリークラブ 

  会費：8,000円 

 ・例会変更のご案内 

  8月 4日(木)18:30～ 恵の久 納涼浴衣例会 

  8月 11日(木) 休会  法定休日 

○高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  8月 5日(金)18:30～ 田邊旅館 納涼浴衣例会 

 

 

＜役員就任あいさつ＞     

会長エレクト 中田 專太郎 
 

皆さんこんにちは、先週の例会で田中会

長から素晴らしい所信表明のご挨拶を

頂きました。やはり一年間を掛けてじっ

くりと自分がやりたい事、しなければな

らない事を見つめ、ロータリーの実習を

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 井ノ下 雄志 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1097 回 
59 名 58 名 49 名 － 84.48％ 

前々回 

1095 回 
57 名 56 名 50 名 1 名 91.07% 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2016～2017 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「情熱と友情そして・・・永
と

遠
わ

に」 

＜出席報告＞ 
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深める事がなければ、あのような所信表明が出来なかった

と思います。 

私もこの一年間を掛けて、自分が出来る事、しなければな

らない事を行いつつ、田中会長の一挙手一投足を常に注視

していきたいと思います。皆様よろしくお願いします。 

 

副会長 高原 清人 
 

皆さんこんにちは、柄にもなく副会長を拝命してしまいま
した。 
この先のことを考えますと、皆さん
も不安だと思いますが、本人が一番
不安と思っております。 
副会長と言えば一生懸命ロータリー
のことを勉強すれば良いと思ってい
ましたが、改めて要覧、細則を見て
みますと｢会長不在の際のクラブ及
び理事会においての議長を務める｣
と記載があります。会長不在の時ってどんな時？･･･ま、
本年一年田中会長の息災を願うばかりです。 
また、剱田ガバナー年度でもありますので中央ＲＣ一致団
結して、地区大会を成功させましょう。 

 

 

＜クラブアッセンブリー＞  

クラブ管理運営委員長   大保木正博 
 

我々の委員会の役目として、クラブ
の効果的運営をする事です。高山中
央ロータリークラブの将来的効果的
な行動を会員と共に運営していきま
す。どうかよろしくお願いします。 
 
 

 

奉仕プロジェクト委員長   和田 良博 
 

8 月 6 日に親子体験教室を計画しております。社会奉仕、
環境保全、国際奉仕、ロータリー財
団、米山奨学の各委員会の皆様にも
ご協力して頂き、前回同様、高山工
業高校での開催で鉋屑に色づけをし
て｢削り華｣を作成して頂きます。講
師やお手伝いの皆様は工業高校の生
徒 4 名とインテリア科生徒 6 名と丸
進工機フラワーアート講師 5 名に協
力して頂きます。 
参加予定人数は午前と午後で各 20 名ずつで 40 名と親 40
名の合計 80 名の募集をしております。午前 8 時半頃集合
で受付や駐車場誘導係、飲み物配布係、例会準備係や片付
け係を皆様にお願いしたいと思います。午前の部、昼の例
会、午後の部で参加頂ける時間の希望を取らせて頂きご協
力をお願いしたいと思います。報道取材依頼は広報谷口委
員長にお願いし進めていきたいと思います。 
予算はクラブ拠出金 12 万円と申請補助金 117,313 円で合
計 237,313円を有効に利用させて頂き、実行したいと思い
ます。 
移動例会のご協力お願いでご参加頂ける時間のアンケー
トと取らせて頂きます、その上で役割分担をお願いしたい
と思いますので、ご協力お願い致します。 
 
 

クラブ奉仕委員長   高原 清人 
 

まずクラブ活動計画書のＰ24、クラブ奉仕委員会の基本方
針の所『私たちに与えられた時間｢今｣を大切に！！』はミ
スプリントですので削除お願いします。  

委員会の方針として、親睦活動・友
好クラブ交流・会報・出席／プログ
ラム・広報／雑誌／ＩＴ・ニコニコ・
ロータリー情報以上の 7 委員会の活
動を統括します。 
また上記 7 委員会の活動並びに各担
当例会をサポートし、有意義なクラ
ブ運営を図っていきます。 
 
 

会員基盤増強維持委員長   村瀬 祐治 
 

ＲＩ会長賞を目指し、会員維持増強
委員会、会員選考／職業分類委員会
と連携を図り会員増強を行います。
また退会者防止を図る為も含め、予
算 30,000 円を頂いて新入会員との
コミュニケーションケアと情報交換
会と会員増強の為の入会者情報集会
を開催します。 
 
 

職業奉仕委員長   新井 信秀 
 

委員会の副委員長に大原さん、委員に仲谷さん、渡辺さん、
西倉さんとなります。剱田ガバナー
の方針テーマ｢最も出席するもの 
最も報いられる｣に添って、委員会基
本方針を、｢様々な経営者が集う例会
に出席し、職業倫理を学ぶ｣としてい
きます。例会日を今年度は 2 回、外
部から呼ぶのでなく会員内で卓話者
をお願いし行います。 
 
 

青少年奉仕委員長   下田 徳彦 
 

委員会の副委員長に都竹さん、委員に井ノ下さん、熊崎さ
ん、長瀬さん、西倉さん、渡辺さん、鷲塚さんとなります。
活動につきましては、私が地区の大
役も頂いておりますので今年度は
｢出前講座｣をメインに行います。す
でに 6月 10日に出前講座を実施しま
した。また 10月の地区大会において
今年度の出前講座の実施報告をする
ためのブースを設営します。 
11月に、キャリア教育を考える会の
事務局であり、高山市教育委員会学校教育課指導主事の梶
田哲也さんをお招きして｢今後期待すること、現状の課題
について｣のテーマで講師例会を行います。あと来年 5 月
29日に出前講座の実施予定を考えています。インターアク
トクラブの共同スポンサー、高山市青少年育成市民会議へ
の補助金寄付も引き続き行います。 
最後にご案内ですが、国際青少年交換の募集が来ており 9
月 16 日までの締め切りとなります。会員の皆様の周辺で
推薦できる方は是非応募下さい。 
 
 

会場監督   坂家 賢司 
 

クラブ活動計画書Ｐ23 に載ってい
ます 11 名の爽やかなメンバーで行
っていきます。毎回の例会が支障な
く整然と行われるように会場準
備・監督に当たっていきます。グル
ープ当番制にし、当番全員が 11 時
50 分までに集合し、12 時までに準
備完了を目標にしていきます。準備
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完了後は、受付にてビジターをお迎えし、席までご案内し
ます。9 月のガバナー公式訪問時には役員とお迎えし、例
会終了後のお見送りまで致します。移動例会の際に、担当
委員会からの要請があれば協力して設営をします。 
 
 

ロータリー財団委員長   永井 信次 
 

基本方針は、ロータリー財団の役割と債務について会員の
理解と協力を求め推進していきます。活動として、11月 7
日に地区委員の卓話例会を予定して
います。また目標としてロータリー
財団次年寄付を、剱田ガバナーの意
向もありまして１人 150 ドルお願い
します。ポリオ・プラス寄付金をク
ラブで 1,000 ドル。グローバル補助
金活用の為のクラブ活動拠出金とし
て予算 120,000円計上しています。これは剱田ガバナー肝
入りの事業で、昨年今井委員長が取り組まれ、現在グロー
バル補助金を申請中の状況です。具体的にはＮＰＯ法人
｢ムラのミライ｣と連携してネパール(2015 年 4 月マグニチ
ュード 7.8 で壊滅状態)において、水と衛生の管理を現地
の人々が自力でニーズに取り組めるよう支援するという
事業です。このグローバル補助金は、現地ネパールのロー
タリークラブと連絡を取りつつ国際活動資金を活用する
為、審査、手続きが難しく時間も掛かるが、今井さんの支
援も頂きつつチャレンジして参ります。 
 
 

高山中央未来委員長   高原 清人 
 

基本方針としまして、クラブは長期戦略計画目的を｢職業
奉仕に徹すること｣として、ＣＬＰを導入してきました。
その活動を管理・運営面も含め、中期・長期的な視点で検
討し、理事会に提出していきます。 
また活動計画としましては、2016年規定審議会により様々
な議案が採択され、ＲＣ定款並びにＲＣ細則改正されます。
これに準じ委員会を開催し、当クラブ定款、細則を検討し
見直しを図ってまいります。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
皆出席のお祝いを頂きありがとうございました。尚、田中
会長は全面的に支持しておりますのであしからず。  

清水 幸平 
 

25 年皆出席でいつもと違うバッジを頂きありがとうござ
いました。自分自身よく続いたと感心しています。7/13
より決算前の売出しですので売上向上を祈願して!!  

松之木 映一 
 

先週頂きましたサファイア入りのロータリーバッジは女
房が欲しいと言い出し、いよいよ遺産争うが始まりました。
昨日は誕生日に花が届き笑顔が戻りました。地区大会企画
会議、皆様ご苦労様でした。 橋本 修 
 

25年皆出席バッジを頂きありがとうございました。  
三枝 祥一 

 

誕生日のお祝いのお花ありがとうございました。本日早退
しますのでよろしくお願いします。 鶯塚 英雄 
 

先日は誠にありがとうございました。欠席で申し訳ありま
せんでした。感謝を込めてニコニコへ。 海老沢 玲子 
 

 
 
 
昨日の参議院選挙、結果もさることながらまずはミスが無
く選挙事務が終了した事に感謝してニコニコへ。  

西倉 良介 
 

高山ＹＥＧにて、三重に行って来ました。早朝出発、深夜
帰宅と強行軍でしたが無事に帰れましたのでニコニコへ。
 高橋 厚生 
 

先週金曜日にたまたま市役所へ行ったら谷口君に会い山
岳写真展の桜をさせて頂き、土曜日の中日新聞に「小さく」
載せて頂きました。また、今日は例会席が両手に華である
ことを感謝して。 今井 俊治 
 

昨日、高山高校山田校舎の生徒さん 66 名と市長さんの取
材がありました。地元の畜産や農産物・林業など真剣に学
ぶ姿に感動しました。今日は夕方から山田校舎の取材もあ
ります。さるぼぼ 8 月号の巻頭特集としてたかやま 80 周
年のページを是非是非読んでくださいませ。 
 阿部 眞澄美 
 


