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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

＜本日の来訪者＞ 

国際ロータリー第 2630地区 

濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 様 

 

＜本日のビジター＞ 

高山西ロータリークラブ 内田 幸洋 様       

〃     山下 直哉 様   

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆さんこんにちは 

本日は長瀬隆ガバナー補佐様を

お招きしての例会です。長瀬隆

ガバナー補佐様は、以前にもガ

バナー補佐を歴任されており、

適格なご指導を頂けるものと存

じます。本日はよろしくご指導

の程お願い致します。今年は当

クラブより剱田ガバナーを輩出しておりますので、その

時々にガバナー方針をお聞きしていますが、長瀬ガバナー

補佐様の思いも含めてお話して頂けると幸いです。尚例会

終了後にはクラブアッセンブリーがございますので、理事、

役員の皆様方は宜しくお願いします。 

先週は浴衣例会に多数の皆さんに支持して頂き、楽しいひ

と時を過ごすことが出来ました事、誠にありがとうござい

ました。 

さて五十数年前、戦後復興の象徴として東京オリンピック

開催を真っ先に東京を支持してくれたのは、メキシコであ

った事をご存知ですか。メキシコとは明治 21 年に結ばれ

たのが平等条約だったのです。さまざまな、いきさつから

他国との不平等条約の改正への動きを作ったのもきっか

けの一つになりました。そんなこともありメキシコシオリ

ンピックの時の日本は、当時の恩返しとしてメキシコ開催

に尽力したそうです。そして 2020 年へのプレゼンでは

「お・も・て・な・し」の言葉で盛り上がりました。猪瀬

氏も舛添氏も予選落ちしましたが、思いもよらぬ小池氏が

サッとメダルを奪取していきました。常に私利私欲に走ら

ず、世の為、人の為にと奉仕する心「超我の奉仕」を心し

て行動する事により、トンビに浚われることは無いのかも

しれませんね。そして受けた恩に報いることが、全ての世

の中を、平和な住みよい世界へと変えることが出来ると確

信いたします。今日も素晴らしい 1日でありますように。 

さて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 

 ・日本のロータリー100周年委員会 

発足に伴う協力金のお願い 

 ・ロータリー財団ニュース 8月号 

 ・濃飛グループガバナー補佐交代のお知らせ 

  ガバナー補佐 原 明治 様 → 

長瀬 隆 様(可児ＲＣ) 

 ・青少年交換学生帰国報告会のご案内 

  日時：8月 20日（土） 

  会場：ホテルグランヴェール岐山 5階 

会費：3,000円 

 ・地区補助金振込の通知 金額 99,756円 

 ・2015-16年度クラブ会員数別増強討論会報告書 

 ・9月のロータリーレートのお知らせ 

   1＄＝102円 

 

○国際ロータリー第 2630地区 

濃飛グループガバナー補佐より 

・濃飛グループ 

インターシティミーティング開催のご案内 

  日時：10月 16日（日） 

  会場：シティホテル美濃加茂 

  登録料：10,000円 

 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 197号 

 

○高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  9月 15日(木)→20日(火)12：30 ひだホテルプラザ 

高山 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会 

  9月 22日(木)休会 法定休日 

 

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 大原 誠 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1102 回 
59 名 58 名 47 名 － 81.03％ 

前々回 

1100 回 
59 名 58 名 38 名 5 名 74.14% 

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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○高山西ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

 9月 16日(金)12：30～ 飛騨ミート食肉センター 

職場訪問例会 

 9月 23日(金)→20日(火)12：30 ひだホテルプラザ 

高山 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会 

 

＜国際ソロプチミスト高山より＞ 

 ・国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン 

30周年記念シンポジウム特集記事について 

 

＜高山市長より＞ 

 ・高山市制施行 80周年記念式典のご案内 

  日時：11月 1日（火） 

     式典１部 10：00～12：00 

 式典２部 14：00～15：30 

  会場：高山市民文化会館大ホール 

 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

 ・マチュピチュ村長歓迎式典開催のご案内 

  日時：8月 10日(水)10：00～ 

  会場：高山市役所 地下大会議室 

 

＜活動計画書＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ  ・下呂ＲＣ 

 

＜会報＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
突然のガバナー補佐交代で大変ご迷惑をお掛け致しまし
た。一年間、何卒よろしくお願い申し上げます。本日は、
クラブ協議会でお世話になります。 

濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 様 
 
久しぶりに訪問させて頂きました。よろしくお願いします。 

高山西ＲＣ 内田 幸洋 様 
 

はじめて訪問させて頂きました。高山西ＲＣに 3年前から
お世話になっています。よろしくお願いします。 

高山西ＲＣ 山下 直哉 様 
 

国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐長
瀬隆様のご来訪を歓迎致します。後程、ご指導よろしくお
願いします。また、ビジターの高山西ＲＣ 内田幸洋様・
山下直哉様のご来訪を歓迎致します。   理事役員一同 

 
長瀬ガバナー補佐様、ご苦労様です。よろしくお願いしま
す。剱田ＤＧは叙勲パーティーに出席のため津に向われま
したので悪しからずお願いします。     伊藤 正隆 
 
長瀬ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。高山
西ＲＣの内田様・山下様のご来訪を歓迎致します。  

新井 信秀 

＜濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 様＞ 
 

8年ぶりに当クラブを訪問しました。 

ガバナー補佐就任に際し、7月 28日、

剱田ガバナー、石垣研修委員長、 

伊藤地区代表幹事と三枝事務局長に

多治見に来ていただき、講義を受け、

今日で 6 クラブ目の訪問となります。 

地区大会 1 週間前の 10 月 16 日に濃

飛グループの IM を開催することとなりましたが、可児ク

ラブは 27名全員登録するので、理解いただきたいです。 

報告事項として、濃飛グループ研修セミナーを来年 3 月

25日（土）午後から開催します。 

可児クラブでは、先般、定款諸規則を改正し、例会を月 2

回としました。 

 

 

＜地区大会実行委員長 島 良明＞ 
 

地区大会案内に際し、各クラブ半数以上

の登録、濃飛グループのクラブについて

は全員登録を依頼しています。 

会長名で、会員奥様宛、当日和服でのお

手伝いの旨協力要請していること、また

当クラブの会員は、当然ながら全員出席・登録につき、改

めてご了解いただきたいです。 

各委員会の委員長に当日の企画について、それぞれ検討い

ただいていますが、是非、参加クラブとロータリアンに満

足していただける大会となるよう、協力方よろしくお願い

します。 

 

 

＜ロータリーデー担当者 下田 徳彦＞ 
 

ロータリーデーのイベントについて、配

布資料に添って、内容・実施要領等詳細

に説明し、協力を要請しました。 

 

 

 
 

濃飛グループガバナー補佐 長瀬様 本日はご指導よろ
しくお願いします。また、今夜ＩＤＭです。出席要請者の
皆様よろしくお願いします。        平林 英一 

 
8/22 の納涼ゆかた例会、月刊さるぼぼの締切りと重なり
出席できませんでした。委員会のお手伝い出来ず申し訳あ
りませんでした。心残りは、コンパニオンに負けないくら
い意外と色っぽい私の浴衣姿を見て頂けなかったことで
す。                  阿部 眞澄美 

 
誕生日にすごく素敵なお花が届きました。嬉しかったです。
今、我が家においでの方は、バラの香りでおもてなし致し
ます。                  前越 路子 

 
9/4は高山市の総合防災訓練です。山王小を拠点に実施し
ますのでご協力願います。         西倉 良介 

 
昨日、伊勢神宮に行きました。雨もたいして降らず有り難
かったです。                高木 純 

 
8/22の納涼ゆかた例会ビンゴ大会で 10倍返しを頂きあり
がとうございました。運を使い切ってしまい、次の日の伊
勢行きが日帰りの予定が一泊となりました。 熊﨑 元康 


