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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 

＜四つのテスト＞ 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆さんこんにちは。 

此の処の大雪で、皆様方も大変苦労されてお見えの事と存

じますが、無理をなされず雪またじには十分注意して下さ

い。いざというときは高原建機さんにお願いして、除雪を

されることをお勧めします。 

さて、今日は 23 日で「文の日」

記念日です。この季節の文で私が

一番印象に残っているのが何と

いっても新田次郎書の「八甲田山

死の彷徨」です。今から約 115年

位前の 1902 年八甲田山雪中行軍

遭難事件がありました。青森第五

連隊は冬季軍事訓練の為、210 名

の連隊を編成して 23 日より 1 夜 2 日の行程にて訓練に向

かいました。マイナス 20℃と言う想像を絶する状況の中、

度重なる進路方向不能により遂には遭難してしまいます。

夜営では雪濠を掘り 6 畳の穴の中に 40 人もの人が入り寒

さをしのいだと言われます。しかしマイナス 20℃では眠

ると凍傷になる為、軍歌を歌い足踏みをして寒さを凌いだ

と言います。多くの兵士は極限状態の中、精神錯乱をきた

し軍服を脱ぎ雪の中へ飛び込む者から、叫びだす者、自身

の行動が制御出来なくなってしまう者が多くなりました。

遂には指揮を執っていた神成中隊長大尉は「天は我々を見

放した」と言い、中隊長を信じていた者の士気が下がり、

必ず生還すると言う意欲は薄れ死へと近づいていきまし

た。組織とは常に指揮官が必要です。組織が目指す方向を

部下が一人残らず把握し、全員が同じ方向を向き目標達成

に向けて邁進する為、指揮官は常に臨機応変に対応する能

力を身に付けるため、切磋琢磨しなければと自身を振り返

り思うところであります。 

さて会長支持率やいかに！！ 

 
 
 
 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 学 
 

◎ＲＩ本部より 
 ・ザ・ロータリアン誌 12月号・1月号 
◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 
 ・ロータリーレートのお知らせ  1$＝116円 
 ・訃報  パストガバナー 石井惣司様(79歳) 
 1月 5日ご逝去 
 ・2016年手続要覧発行のお知らせ 
  （ご購入希望者は、1月末までに 

事務局まで御連絡下さい） 
 ・ロータリー財団 100周年記念シンポジューム 
 新聞広告掲載記事のご案内 
 ・ＲＩ第 2630地区ロータリー財団ニュース 
・ＲＩ第 2ゾーンロータリー財団ニュース 1月号 

◎ロータリー米山記念奨学会より 
 ・ハイライトよねやま 201号・202号 
○可児ロータリークラブより 
 ・ＩＭ報告書 
＜飛騨地区小中高特生徒指導連携強化委員会より＞ 
 ・平成 29年版 
 「あったかい言葉かけ運動」カレンダー配布について 
＜叙勲褒章受章祝賀会事務局より＞ 
 ・平成 28年度 

叙勲褒章受章祝賀会のご案内 
  日時：㋀30日(月）16:00～ 
  会場：高山グリーンホテル 

「天山の間」 
  会費：10,000円 
＜高山商工会青年部会より＞ 
・創立 30周年記念式典および祝賀会のご案内 

  日時：4月 8日（土）15:30～ 
  会場：ひだホテルプラザ 
＜高山市教育委員会より＞ 
 ・平成 28年度 

高山市キャリア教育を考える会総会のご案内 
  日時：2月 7日（火）13:30～15:00 
  会場：高山市役所 3階行政委員会室 
＜高山市ブランド・海外戦略部より＞ 
 ・第 1回飛騨高山ブランド研修会開催のご案内 
  日時：1月 27日(金)19:00～20:30 
  会場：飛騨・世界生活文化センター 
＜東日観光（株）ロータリー室より＞ 
 ・「ロータリーと歩んだ東日観光の軌跡」送付について 
＜ＪＨＰ・学校をつくる会より＞ 
 ・ＪＨＰニュース 69 
 

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 下田 徳彦 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1117 回 
59 名 58 名 47 名 － 81.03％ 

前々回 

1115 回 
60 名 59 名 47 名 3 名 84.75% 

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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＜年賀状＞ 
・ムラのミライ 大塚由美子 
・ＲＤＩ2630ガバナー 剱田廣喜 
・濃飛グループガバナー補佐 長瀬 隆 
・高山青年会議所理事長 桑山智一 
・オレンジベアー  ・（株）オクトン 
・斐太バス（株）  ・（有）第一工芸 

 
 
＜表 彰＞米山記念奨学会表彰 

 第 2回米山功労者 山本 辰男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中間会計報告＞ 岩本 会計 

 

 

 

 

 

 

＜クラブアッセンブリー＞ 
 

クラブ管理運営委員会 

 統括理事 大保木 正博 
 

≪基本方針≫ 

１． 高山中央 RC未来委員会のサポートを行う。 

２． CLPや長期計画に対する課題について、高山中央 RC

未来委員会と共に会員への周知と理解を深める。 

≪活動報告≫ 

今年度国際ロータリー規定審議会の

変更は、「職業分類の原則と、規則的

例会への出席」というロータリーの核

心ともいうべき部分が削除されると

いう大変な変更でした。これにより RC

定款、RC細則が改正されます。 

これに準じてクラブの定款・細則を検

討することとなります。 

しかしながらこの決定権はクラブにありますので、私たち

中央 RCとしては、私たちの長期戦略計画の目的である「職

業奉仕に徹することと、例会は異業種交流を通して自己研

鑽を計る貴重な修練場として最も大切にする」ことを基本

として定款・細則の検討を進めていきます。 

もちろん、価値観が多様化している昨今ですので、定款・

細則の検討をしていくうえで、会員の皆さんとの意見交換

やコンセンサスは大変重要と考えておりますのでそうし

た場を設けていきたいと思います。 

2月中に定款・細則の検討する高山中央未来委員会を開催

します。 

その後 3月 27日の担当例会において、定款・細則の見直

しについての委員会検討結果を発表し、会員の皆さんと協

議検討を行うことを予定しています。現在の時点で予算の

執行はありません。 

クラブ奉仕委員会 統括理事 高原 清人 
 

≪基本方針≫ 

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、活動しております。 

≪活動内容≫ 

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心がけております。 

※親睦活動委員会 

8月 22日納涼例会を皮切りに、12月 19日忘年例会、先般

1月 16日に開催しました新年家族例会にと、高橋委員長

を始めとする 14名の委員の皆様で会員相互の更なる親睦

を図るべく、趣向を凝らし活動しております。次は 2月 6

日の節分例会、少し飛んで 5月 15日新緑例会にと続きま

す。楽しい企画を期待したいと思います。 

※友好クラブ交流委員会 

湘南 RCとの交流を旨とする委員会でありますが、本来な

らば本年度は前年の 25周年に相互で訪問したことで、休

みの年となるはずでしたが、地区大会開催にあたり友好ク

ラブとして参加を依頼し、足立委員長以下 11名の委員の

皆様で歓送、接待に奔走して頂きました。 

※会報委員会 

例会ごとの会報の発行に努めております。津田委員長を始

めとする 9名の委員の皆様が役割分担して、卓話や報告事

項等の原稿の回収に努めております。今後とも皆様におか

れましては原稿提出のご協力をお願いいたします。 

※出席/プログラム委員会 

ロータリアンの基本である例会の出席向上を目指し、長瀬

委員長以下 3名の委員の皆様で、有意義なプログラムを模

索しております。本年は例会出席率を「会長支持率」とし、

会長自らが自分の首を絞めるような企画を行っておりま

す。最近の支持率の低下で、会長の顔が青く見えるのは私

だけでしょうか。皆様方へは積極的な例会出席をお願いい

たします。 

※広報・雑誌・IT委員会 

谷口委員長以下 2名の委員会メンバーで活動しておりま

す。「ロータリーの友」を始めとする各雑誌に親しんで頂

くべく記事の内容を例会時に紹介しております。今後の活

動としては 2月 20日講師例会の開催、2月中旬に 3RC合

同で、高山市民時報にロータリー特集号の掲載を計画して

います。 

※ニコニコ委員会 

堀口委員長以下 3名の委員で月ごとに担当を決め、年間目

標額￥700,000に向け集金活動をしております。貢献度が

高い会員には表彰と記念品の用意もございますので、どう

か皆様、慶事、祝辞多々あろうと思います。包み隠さず笑

顔でニコニコへ積極的なご協力をお願いいたします。 

※ロータリー情報委員会 

平林委員長を始め、4名の委員で活動しております。 

新会員を中心とした IDMを 8月 29日に実施し、9月 5に

は IDM報告例会で発表いただき、ロータリーに関する知識

やルールを勉強して頂きました。 

今後は、5月 8日に会員スピーチ例会開催、6月中には 2

回目の IDM開催を計画しております。 

 

 

会員基盤増強維持委員会 
 統括理事 村瀬 祐治 
 

「新会員との語る会」を 1月 19日に椿カフェで 6時 30

分～9時 30分まで開催いたしました。対象者 8名ですが 4
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名出席、理事 6名出席、合計 10名で開催しました。 

目的としては、新会員に前もってお話しして頂く課題をお

渡しして、意見をお伺いして、脱会防止を図るものです。 

課題は、「中央 RCに入会された動機」

「入会してメンバーとお話しできたか

どうか」「クラブに期待すること」など

7項目について、それぞれ 10分程度の

お話と、理事からの質問などでした。 

主な意見として 

①仕事が第一で RCへの入会は、あまり重く考えていない。 

②個人経営なので、昼間例会に出ることは大変である。 

③人脈をつなげたい。 

④RCの経営者が多いので、経営学を学びたい。 

⑤例会で唱和するソングは、男性用に作られており、女

性会員にはなじまない。 

⑥入会のきっかけは、日頃よりお世話になっている社長が

来社されれば断れない。 

⑦例会でたくさんの方々の意見をお聞きしたい。時々例

会に 3分間スピーチをして頂ければ。 

⑧RCは地域に知られていないので、地域へアピールして

ほしい。 

⑨例会出席服装について、仕事で時間がないときは、仕

事着で出席できればありがたい。 

⑩ロータリー・ライオンズに誘われるのは、一種のステー

タスだと思っている方もある。積極的に勧誘した方が良

いのではないか。 

⑪名刺について、RC活動に於いて名刺交換がある。だけ

ど名刺がないので会社の名刺を使用している。できれ

ば RCで名刺を作っていただきたい。また RC活動以外

でも使用すれば広報にもなる。 

⑫RCに入会したけれど何もわからない。組織・委員会・

予算・規則など勉強する機会があれば楽しいと思う。

例会修了後などに勉強会を開催して頂ければありがた

い。 

まとめ 

以上のように新会員の考えをお聞きしました。最近入会し

てからは、新会員にフォローがなされていないと感じます。

是非、RCの情報をお伝えして、理解して頂く努力は必要

だと思います。また、例会以外にも、入会して 2～3年の

方を対象として、交流会も必要だと思います。これらの対

応が、脱会防止に繋がると考えます。 

※会員維持増強委員会 

①8月 1日担当例会を開催いたしました。 

脱会防止について「原点に返り RCの基本を勉強」パワー

ポイントを使用して行いました。 

②本年度の会員純増は 5名です。あと 1名で達成 6月ま

でには入会して頂くように努力します。 

 

 

職業奉仕委員会 統括理事 新井 信秀 
 

≪基本方針≫ 

様々な経営者が集う例会に出席し、職

業倫理を互いに学ぶ。 

≪活動報告≫ 

平成 28年 11月 14日 

会員 島良明さんによる卓話「職業倫

理について」 

≪今後の活動計画≫ 

平成 29年 2月 27日 

副委員長 大原誠さんによる卓話「服部パストガバナーの

職業奉仕の捉え方について」 

 

奉仕プロジェクト委員会 
 統括理事 和田 良博 
 

8月 6日に地区からの補助金を利用して「親子で体験教室

“削り華”フラワーアートを作り」の事業を高山工業高校

でインテリア科の生徒さん 5名と先生、丸進工機社長 寺

地さんや全国削ろう会の高山在住の大工さん 2名の方に

ご協力頂き開催しました。また、大工さんには工業高校の

教室でかんなの使い方を実演して頂きました。削り華フラ

ワーアート乙女の会 8名にも指導のお手伝い頂き、午前及

び午後で 48組もの親子が、かんなくずが「華」に代わる

様を体験頂きました。当クラブからは 38 名の方に参加・

ご協力頂きました。ありがとうございました。 

※社会奉仕委員会 

委員長 和田良博さん 副委員長 内田茂さん 

11月 21日に飛騨慈光会の常務理事の田中一枝様に、慈光

会の沿革や事業の概要、法人の課題

や施設整備計画、飛騨慈光会後援会

のご協力などの卓話を頂きました。 

次回は 4月 10日「高山市における社

会奉仕の現状報告」を高山市にお願

いする予定です。 

※環境保全委員会 

委員長 道下利一さん、副委員長 津田久嗣さん 

「自然と共存共生する社会認識」として、3月 6に環境保

全と道路整備と題して卓話を予定しております。 

※国際奉仕委員会 

委員長 渡辺修治さん、副委員長 岩本正樹さん 

「国際理解・親善・平和を推進」として、9月 12日には

高山市国際交流員 胡 嘉星さん昭通市の概要や文化、経

済的な資源や農業及び工業の話を頂き、又中国西南部の観

光地を目指している様な内容でした。 

2月 13日には剱田ガバナーによります国際奉仕の理解を

深める卓話を予定しております。 

※ロータリー財団委員会 

委員長 永井信次さん、副委員長 岡﨑壮男さん 

「ロータリー財団の役割と責務を理解する」との事で、年

次寄付一人 150ドル、クラブでポリオ寄付金 1,000ドルを

実施し、11月 7日にはグローバル補助金によるネパール

支援について、NPO法人ムラのミライ事務局長の大塚さん

にネパールの概要や大地震のお話、環境汚染課題が大問題

でぜひ克服する為にも、グローバル補助金が採択されプロ

ジェクトが実行出来る様にしたい。 

※米山奨学委員会 

委員長 黒地重雄さん、副委員長 坂家賢司さん 

「米山記念奨学会の目的・事業内容に理解を深める」との

方針で 12月 12日に地区米山奨学委員長の後藤さんをお願

いして卓話を実施しました。事業理解と昨年の寄付金約

16億円ですが寄付金増額のご協力をお願いされました。 

 
 
青少年奉仕委員会 統括理事 下田 徳彦 
 

青少年奉仕委員会の活動報告として「高山市キャリア教育

を考える会」が主催する出前講座、市内 7中学のうち丹生

川中学校を、6月 10日に今年度前倒し委員会事業として

実施しました。そして 11月 28日の担当例会として高山市

教育委員会学校教育課 梶田哲也指導主事を招き、今年度

の出前講座の実施報告、今後期待する事について講演して

いただきました。梶田さんが熱心にお話をされたことでも

理解できるかと思いますが、高山市キャリア教育を考える

会の中でも出前講座のニーズが年々高まっており、今新た

なステージに向かおうとしています。 
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青少年奉仕部門として益田清風高校

のインターアクトクラブの共同スポ

ンサーとして関わっており、今年度の

活動報告として毎年開催している国

際奉仕活動に 7月 10日と 11月 12日

の 2回参加協力いたしました。また 10

月の地区大会におけるロータリーデーのイベントでは、益

田清風インターアクトクラブの生徒にボランティアスタ

ッフとして協力していただきました。 

今後の予定としては、2月 7日に「高山市キャリア教育を

考える会」の総会があり、今年度の出前講座の活動につい

て、来年度に向けての協議がありますので、参加いたしま

す。最後になりますが、今年の 5月の担当例会では平成

29年度の中学校の出前講座を実施する予定です。 

 

 

 

 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
新年家族例会において、会員の皆様のご協力により盛会に
終えることが出来ました。ありがとうございました。高山
YEG の OB 互礼会に多数の出席を頂きありがとうございま
す。本日ですのでよろしくお願い致します。例会早退しま
す。 高橋 厚生 
 
1/19「新会員と語る会」を開催して頂き、役員方や新会員
同士、楽しく意見交換しました。新会員を気遣う当クラブ
の姿勢に改めて入会させて頂いた事に感謝しております。
椿カフェのお店もお料理もおシャレでステキでした。あり
がとうございました。 阿部 眞澄美 
 
先日は誕生にお祝いを頂きありがとうござました。 
 今井 俊治 
 
本日の誕生日のお祝いありがとうございます。まだ四捨五
入で 50歳。今年も頑張ります。 高殿 尚 

 
 
 
 
本日、初めて 55 才を向えました。これまでの人生に感謝
して。関係者の皆さんパラダイスだよ。全員集合！ 
 周 信夫 
 
周先生、お誕生日おめでとうございます。今日は訳あって
誕生会には出席できませんのですみません。周先生のお幸
せと安全を祈ってニコニコへ。気を付けましょう。 
 高木 純 
 
私も誕生日のお祝いを頂きました。 足立 常孝 
 
無事、人権擁護委員を卒業させて頂きました。 
 三枝 祥一 
 
今年も雫宮祭を開催させて頂きます。担ぎ手および協賛の
程よろしくお願いします。 都竹 太志 
 
本日早退させて頂きます。すみません。 坂家 賢司 
 


