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＜点 鐘＞ 会長 中田 專太郎 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞ 

 

 

＜会長／幹事バッチ交換＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
＜会長就任挨拶＞ 会長 中田 專太郎 
 

皆様、こんにちは。 

新年度になりましてすでに 3 日

が経過致しました。昨晩は、岩

田、熊谷（くまがい）両氏のさ

さやかな歓迎会を剱田パストガ

バナーを始め、数名のメンバー

のみなさまと共に開催いたしま

した。就任早々にこのような名

誉ある仕事が出来ましたことを大変光栄に思っておりま

す。 

そして本日が本年度の第 1回目の例会ということで、大変

緊張をしております。昨年は、田中会長、中田学幹事を始

め、会員の皆様、本当にお疲れ様でした。 

剱田ガバナーのもと、昨年は地区大会という我が高山中央

に歴史を刻むビッグ・イベントが成功裡に終わりまして、

今年はゆっくりのんびり一息つきながら、どうかロータリ

ー活動に勤しんでいただきたいと思うわけです。たっぷり

時間があるからこそ、少しだけ新しいことにも目を向けて

みよう！とそう考えていただくとありがたく思います。 

今年のスローガンとして、「いま結束のとき！目指そう、

新たなる境地!!」を掲げさせていただきました。 

今年度ＲＩ会長であるイアン・ライズリー氏、第 2630 地

区ガバナーである田山雅敏の両氏とも、これからのロータ

リーには変化が必要である、ということを強く言っておら

れます。もちろん「温故知新」の言葉にもあるように、変

える必要のないもの、変えてはならないものは、守って行

かなければと思いますが、時代の流れの中で、あるいは情

勢が変わって行く中で、ロータリーを今後も継続していく

中で、変えるべきものは果敢に変えるべきだとも思います。 

そのような考えから今年度力を入れたいと思っているこ

とは、 

・これまで何となく理解していたものを再度見直したいと

思います。 

（例えば、ポリオとはどんな病気で、なぜその撲滅のた

めの募金が必要なのかとか、国際的な支援活動はどうし

て必要なのか。クラブとして、どのような取り組み方が

考えられるのかを考えて行く） 

・音楽の弦に喩えるならば、弦は太ければ太いほど、長け

れば長いほど、深く響き、大きくうねります。同様に我々

の活動も、単年度だけではなく、もっともっと長いスパ

ンで行う事業を考えていくべきなのではないか？そし

て、より効果的な結果が得られるのではないか？そのた

めには、年度と年度が連携して手に手を繋ぎ物事を考え

ていくべきなのではないか？そしてその足掛かりにな

るような組織運営を考えて行きたいと思います。 

・地区出向者に対しては、強力態勢を整えたいと思います。 

・ＲＩ会長賞に本年も挑みます。 

偉そうな事を申し上げたかも知れませんが、何分出来の悪

い身です。どうか皆様の温かいご声援、ご協力をよろしく

お願い致します。 

◆会長  中田 專太郎   ◆幹事  谷口 欣也   ◆会報委員長 大原 誠  ◆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 

1137 回 
60 名 59 名 53 名 － 89.83％ 

前々回 

1135 回 
59 名 58 名 48 名 2 名 86.21% 
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「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」 

＜出席報告＞ 



第 1137 回 H29･7・3 

 

 

＜幹事就任挨拶＞ 幹事 谷口 欣也 
 

今年度、幹事を務めさせていただ

く谷口欣也です。 

幹事として第一に、中田会長の思

いを実現するために努めて参りま

す。 

次に、充実した例会になるよう、

統括理事さんを通して、事前によ

く各委員長さんと打ち合わせをさせていただきたいと思

います。 

また、地区大会やＩＭへの参加を促進するよう、楽しい設

営を心がけ、会員の皆様に働きかけをしたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

幹事としての仕事始めが、「ロータリーの友『クラブを訪

ねて』」の取材で 7 月 1 日に来訪されたお二人への対応で

した。全国に 2千以上あるクラブの中で、このコーナーに

掲載されるクラブは 40～50 程度ではないかとお聞きし、

とても光栄なことだと思いました。これも前年度ロータリ

ーの友委員会地区代表委員だった清水幸平さんのお陰と

心より感謝申しあげます。10 月号に掲載される予定なの

で、楽しみにしていてください。 

力不足ではありますが、一生懸命努めて参りますので、一

年間どうぞよろしくお願いいたします。 
 
＜幹事報告＞ 幹事 谷口 欣也 
 

◎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 

  ・委嘱状の送付 

  ・7月ロータリーレート 1$＝111円 

  ・第 14回ロータリー韓日親善会議 2017について 

  ・2017-18年度地区大会事務所開設のご案内 

   

◎国際ロータリー第 2630地区直前ガバナー事務所より 

  ・2017年決議審議会提出「決議案」の 

 投票結果について 

  ・2016-17年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ 

 

○国際ロータリー第 2630地区青少年育成小委員会より 

  ・出前講座実施マニュアル配布について 

 

○濃飛グループガバナー補佐より 

  ・懇談会出席の御礼 

 

○久居ロータリークラブより 

  ・第 39回インターアクト年次大会記録誌 

 

＜（株）北斗企画より＞ 

  ・ロータリー入門書注文書 

   （ご希望の方は事務局まで） 

 
＜入会セレモニー＞ 

 
氏名 小出 貴博 

昭和 46年 5月 12日生 

職業 井戸工業 株式会社 

役職 代表取締役 

職種 舗装工事業 

 
 

＜前年度表彰＞ 

出席表彰 

 前年度出席/プログラム委員長 長瀬 栄二郎 
 

 ★印は連続出席 

26年 ★橋本 修 ★剱田 廣喜 ★松之木映一 

★三枝 祥一 ★清水 幸平 

25年 ★島 良明 

24年 ★大保木正博 伊藤 正隆 

20年 ★岩垣津 亘 

18年  仲谷 政美 

14年 ★永井 信次 ★今井 俊治 

12年 ★田中 雅昭 

11年  和田 良博 

9年 ★下田 徳彦 

8年 ★都竹 太志 

7年  周 信夫 

6年  谷口 欣也 

5年  山本 辰男 

2年  村瀬 祐治 

1年  中田 学 

 以上 21名様を表彰しました。 
 
ニコニコ表彰 
 前年度ニコニコ委員長 堀口 裕之 
 

海老沢 玲子・伊藤 正隆・鶯塚 英雄 

 以上 3名様を表彰しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜委嘱状を渡す＞ 会長 中田 專太郎 
 

剱田 廣喜・伊藤 正隆・前越 路子・下田 徳彦 

村瀬 祐治・平林 英一・三枝 祥一・清水 幸平 

 以上 8名様に委嘱状が渡されました。 
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＜７月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

熊﨑 元康    Ｓ３９年 ７月 ２日 

植木 眞吾    Ｓ３１年 ７月１８日                 

大保木 正博   Ｓ３０年 ７月２７日 

 

＜夫人誕生日＞ 

島  良明   八重子   ７月 ６日 

直井 泰司   美奈子   ７月 ７日 

鶯塚 英雄   典子    ７月 ８日 

井ノ下雄志   歩     ７月 ９日 

橋本 修    暁子    ７月１０日 

内田 茂    恵子    ７月１７日 

永井 信次   洋子    ７月１９日 

岩本 正樹   成美    ７月１９日 

今井 俊治   弘美    ７月２９日 

 
 
 

＜結婚記念日＞ 

長瀬 栄二郎    Ｈ１６年 ７月 ７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
小出貴博さんの入会を心より歓迎します。仲良く、楽しく
どうぞよろしくお願いします。ロータリーの友「クラブを
訪ねて」の取材でご来訪頂きました岩田様と熊谷様を、心
より歓迎致します。今から 10 月が待ち遠しいです。今年
度、理事役員一同、魅力あるクラブ運営に努めて参ります
ので一年間どうぞよろしくお願い致します。 
 理事役員一同 
 
前年度の田中・中田丸も無事帰港出来ました。誠にありが
とうございました。いよいよ中田・谷口丸の出港です。素
晴らしい一年となります様お祈り申し上げます。 
 田中 雅昭 
 
最終例会にて皆様にねぎらって頂きありがとうございま
した。また、コンペで優勝させて頂きました。素晴らしい
一日をありがとうございました。 中田 学 
 
中田会長、谷口幹事の今年度の栄光と発展を祈念致します。
お陰様でガバナー職を大過なく全うすることが出来まし
た。高山中央ＲＣの会員の皆様のご支援ご協力に心より感
謝申し上げます。ありがとうございました。 剱田 廣喜 
 
中田会長、谷口幹事いよいよスタートの時です。一年間会
員全員でバックアップをします。よろしくお願いします。
本日は、ロータリーの友の岩田様と熊谷様に当クラブを取
材して頂きありがとうございます。よろしくお願いします。 
 伊藤 正隆 
 
小出貴博様、入会おめでとうございます。また、新年度が
始まりますが皆様よろしくお願いします。 
 今井 俊治 久々野国良 下田 徳彦 

 
 
 
剱田ガバナー・伊藤地区代表幹事・田中会長・中田幹事、
一年間ご苦労様でした。中田專太郎会長・谷口幹事、顔晴
って下さい。期待をしています!! 島  良明 
 
中田專太郎会長・谷口欣也幹事、おめでとうございます。
楽しく、元気よく頑張りましょう。理事役員の皆様、一年
間よろしくお願いします。 
 平林 英一 三枝 祥一 山本 辰男 村瀬 祐治 
 
藤井 4 段、30 連勝ならず残念。14 歳にてあの落着きと謙
虚さ、脱帽です。ひるがえって東京都議選・・驕れる者久
しからず、自戒を込めてニコニコへ。 鶯塚 英雄 
 
中田会長、谷口幹事、一年間よろしくお願いします。私事、
7/1岐阜県剣道選手権大会で銅メダルを貰いました。まぐ
れですが嬉しいです。 渡辺 修治 
 
昨日、天気の悪い中、ロータリーの友の取材の岩田様と熊
谷様に仕事の様子を撮影して頂きました。もっといい場所
で撮影して頂けると良かったのですが・・。谷口幹事、段
取りして頂きありがとうございました。大変いい経験にな
りました。伐採作業も無事に終わりましたのでニコニコへ。 
 直井 泰司 
 
入会して 1年が経ちました。まだ何も分かってませんが・・。 
 二木 公太郎 
 
今年一年ニコニコＢＯＸへのご協力をお願いします。 
 周 信夫 
 


