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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 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 中田 專太郎 
 

皆様こんにちは。 

2 日前の土曜日でしたが、益田

（ました）清風高校で実施され

ましたインターアクト部の事業

であるアジア・アフリカ、東日

本、熊本の支援活動のお手伝い

に、下呂ＲＣの方々もいらっし

ゃる中、谷口幹事と熊崎青少年

奉仕委員長の 3名で行ってまいりました。 

天候のよい中の体育館での作業でしたので、いささか暑か

ったですが、作業の推移などもよくわかり、よい経験とな

りました。一緒に行ってくださいました 2名の方には、こ

こでお礼を申し上げます。 

さて、8月 1日には、納涼浴衣例会を行ないますが、日取

りの関係と夏で皆様それぞれにお忙しい時期でもありま

すので、納涼例会と商店街でのポリオ募金をいっしょに行

うという強行軍となりますことをまずはお許しいただき

たいと思います。具体的なことにつきましては、また担当

委員会の方から申し上げさせてもらいます。8月 1日まで

を数えますと、例会は本日を含めて２回しかございません。

本年は「もっとポリオのことを知ろう！」ということで、

そのための例会を予定しておりますが、私は私で、本日を

翌々週の例会で、ポリオ周辺のお話しを会長挨拶の時間を

利用して、お話しさせていただきたいと思います。 

まず、「ポリオ撲滅！」といいますが、これまでに人類が

撲滅させることに成功した感染症というのはひとつしか

ありません。それは「天然痘」なのですが、これは非常に

強い感染症で、日本でもこれで命を落とした人々は沢山い

ます。余談ですが、ワクチンなどない昔は、天然痘から子

供などを守るために、怪しい場合には、「真っ赤な羽織物

を魔除け」として着せていたらしいです。飛騨のサルボボ

が赤いのも、会津若松のアカベコが赤いのも、天然痘から

の魔除けを意味しているとのことです。 

1978 年にイギリスのバーミンガム大学にあるメディカル

センターで、天然痘ウイルスが漏洩し、そこで働いていた

研究員が罹患して 1ヶ月後になくなりましたが、それを最

後にその 2年後にＷＨＯが天然痘根絶宣言をしました。 

それと同じような年代から日本でも天然痘の予防接種は

中止されたわけですが、有効期間は永くて 10 年というこ

とで、現存の一般人には、天然痘の免疫力はないと言われ

ております。また、天然痘のウイルスを冷凍保存している

国もあるということ。つまり、これが科学兵器に使われる

可能性もあるわけで、そうならない平和な社会が継続する

ことを祈るばかりです。 

以上、会長の時間でした。 

 
 
＜幹事報告＞ 幹事 谷口 欣也 
 

◎国際ロータリー日本事務局 財団室より 

  ・「年次基金寄付ゼロクラブ」ゼロ達成の報告 

 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

  ・ガバナー事務所開設のお知らせ 

  ・地区世界社会奉仕補助金申請受付けのご案内 

  ・国際青少年交換 

2018-19年夏期派遣学生募集のご案内 

   

◎国際ロータリー第 2630地区 

ガバナーエレクト事務所より 

  ・ガバナーエレクト事務所 

開設のお知らせ 

   〒502-0817 

岐阜市長良福光 2695-2 

    岐阜都ホテル 3階 

    Tel 058-210-2630  fax 058-210-2631 

    E-mail 1819@rid2630.org 

  ・研修セミナー日程等のお知らせ 

次期ガバナー補佐研修セミナー 

2017年 11月 5日 名鉄ニューグランドホテル 

次期地区委員長研修セミナー 

2017年 11月 26日     〃 

次期地区チーム研修セミナー 

2018年 2月 18日 名鉄グランドホテル 

会長エレクトセミナー 

 2018年 3月 14日 岐阜都ホテル 

地区研修協議会        

2018年 4月 14日 長良川国際会議場・岐阜都Ｈ 

地区大会           

2018年 10月 13日・14日  〃 

◆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 阿部 眞澄美 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1138 回 
60 名 59 名 44 名 － 74.58％ 

前々回 

1136 回 
59 名 58 名 46 名 3 名 82.76% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2017～2018 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」 

＜出席報告＞ 

mailto:1819@rid2630.org
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○濃飛グループガバナー補佐より 

  ・第 1回ガバナー補佐訪問について 

   訪問日 7月 24日（月） 

 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

  ・平成 29年度少年野外活動出役の依頼 

 
 
＜副会長就任挨拶＞ 副会長 坂之上 健一 
 

皆さんこんにちは！ 

今年度副会長を拝命致しました坂之

上です。 

本年度は中田専太郎会長が掲げた「6

つの方針」と「12の活動計画」を元

に高山中央ロータリーが動き始めて

おります。又、会長賞受賞も目標と

なっており、これらすべてを達成できるよう中田専太郎会

長のアシストをしていきたいと思っております。皆様には

無理をお願いする事も多々あるかと思いますが、全力で走

っていきたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 
 
＜総 会＞ 
 
前年度会計報告 前年度会計 岩本 正樹 
 
2017～18年度の会計報告をさせてい

ただきます。 

今日も時間の余裕があまり無さそう

ですので数字の読み上げは省略させ

ていただき、要点だけ掻い摘んで説

明させていただきます。 

お手元の決算報告書のまず支出の部

をご覧ください。 

ガバナー年度という事もございまして予算額に余裕はも

たせておりましたが、各委員会の皆さんに上手に運営して

いただきましたおかげで、ほとんどの科目で予算額以内に

収めることができました。感謝申し上げます。 

 
監査報告 坂之上 健一(代理) 
 
坂之上健一さんより監査報告がありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
今年度予算報告 会計 堀口 裕之 
 

会計 堀口裕之さんより今年度予算報告がありました。 

 
 
 
 
 
 

＜クラブアッセンブリー＞ 
 
クラブ管理運営委員会 委員長 田中 雅昭 
 
皆さんこんにちは。本年度はクラブ

管理運営委員会統括理事として高山

中央未来委員会をサポートしつつ運

営をしてまいりたいと思います。 

1.高山中央未来委員会のサポートを

行う 

2.ＣＬＰや長期計画（グローバル補

助金事業等）について会員への周知と理解を深める 

3.高山中央ロータリークラブ定款に基づき、細則・内規の

見直しを図る 

以上を基本方針として活動してまいりますので、皆様方の

ご指導、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

奉仕プロジェクト委員会 

 統括理事 山本 辰男 
 
奉仕プロジェクトの 5 委員会（社会

奉仕・環境保全・国際奉仕・ロータ

リー財団・米山記念奨学）と連携し

地域社会の発展に寄与します。 

【活動計画】 

奉仕プロジェクト部門 5 委員会のサ

ポートをする。 

5委員会合同の事業として、経済と地域社会の発展、また

青少年育成のため、地区補助金を活用して「夏休み親子で

体験【天然木材でスツールを作ろう！】」と題して、高校

生の力を借り、親子で天然木材を使用しスツールを共同製

作して頂きます。 

 
クラブ奉仕委員会 委員長 坂之上 健一 
 
本年度クラブ奉仕委員会統括理事を

務めさせて頂きます。 

基本的には「親睦活動委員会」「友好

クラブ交流委員会」「会報委員会」「出

席/プログラム委員会」「広報/雑誌/

ＩＴ委員会」「ニコニコ委員会」「ロ

ータリー情報委員会」の 7 委員会が

スムーズに活動できるようサポートをする事がメインと

なりますが、今期大きな活動としては「クラブ奉仕の 6

委員会」と「会員維持増強委員会」「ロータリー財団委員

会」が合同で 8月 1日に「高山中央ロータリーデー」とし

て本町の夜市に出店をし「ポリオ撲滅の募金活動」と「ロ

ータリークラブの広報活動」を行いますのでご協力をお願

い致します。又、クラブ奉仕委員会は、どの委員会も例会

運営に密着した委員会のため皆様の協力が無ければ成り

立ちません。一年間ご協力の程宜しくお願い致します。 

 

職業奉仕委員会 委員長 松之木 映一 
 
ロータリーでの職業奉仕の重要性・

目的を深く認識して、今一度原点に

戻り職業奉仕を実践する活動を啓発

します。四つのテスト、職業上の倫

理基準を保ちそれを認識させます。 

担当例会は、1 月 29 日と 3 月 26 日

です。会員の中で優秀社員の表彰と

卓話、職場訪問例会（日進木工（株））を予定しています。 
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環境保全委員会 委員長 都竹 大志 
 
「自然と共存共生する社会を考える

事を認識する」を基本方針に、担当

例会は、森林をテーマにした移動例

会を計画しており講師は、会員の直

井さんです。 

 
 
 
会場監督 植木 眞吾 
 
【基本方針】 

例会が支障なく整然と行われるよう

に、会場準備、監督に当たります。 

【活動計画】 

・例会の準備、片付けは、ＡＢＣの 3

グループの当番制に依る。 

・例会場の準備設営は、グループ当番全員が 11時 50分ま

でに集合し 12時までに完了する。 

・会場準備完了後、受付にてビジター、ゲストをお迎えし

席までご案内する。 

・ガバナー及びガバナー補佐来訪時は、役員と共にお迎え

し、例会終了後、お見送りをする。 

（本年度ガバナー来訪は 9月 28日） 

・移動例会の会場設営は、例会担当委員会が行う事を原則

とするが、担当委員会からの要請がある場合は協力する。 

・会員の親睦が図れるよう、席は月ごとに変える。 

・必要に応じて、備品整備や修繕を行う。 

 
高山中央未来委員会 委員長 長瀬 栄二郎 
 

高山中央ＲＣは「職業奉仕に徹する

こと」をクラブの長期戦略・計画目

的とし、ＣＬＰを導入し活動してき

ました。活動の管理・運営を含め、

中長期的な視点で検討し、理事会へ

提案します。 

活動計画は、規定審議会の決定によ

り、会員身分と例会開催の柔軟な運用が認められました。

不定期に委員会を開催し、会員増強や例会プログラムの充

実にもつながるよう、柔軟なクラブ運営について検討し、

年度に縛られない継続的事業についても検討します。 

 

親睦活動委員会 委員長 今井 俊治 
 

会員相互の親睦を図る事により、会

員相互の信頼関係をより強固なもの

として、明るいクラブ作りの親睦活

動に努めます。 

【活動計画】 

納涼ゆかた例会：山陣。忘年例会：

銀風。新年家族例会：ひだホテルプ

ラザ。節分例会：飛騨総社及び山陣。新緑例会：会場未定、 

社会奉仕活動と共に開催予定です。最終慰労例会：ひだホ

テルプラザを計画しています。 

友好クラブ交流委員会 委員長 岩本 正樹 
 

友好クラブの事業ですが、平塚湘南

クラブから春の高山祭りに来たいと

要望がございました。 

来年は土日と重なるためですが、夫

人合わせて 35 人程度が希望をされ

ているそうです。 

例会扱いとはしない方針ですが、14

日夜の親睦会と 15 日の祭り見物の案内を予定しておりま

すので皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

ニコニコ委員会 委員長 周 信夫 
 
会員、家族、事業について思う事を

ニコニコしながら発表し、会員全員

で祝ったり、慰めたり、苦笑したり

して例会の雰囲気を盛り上げ親睦に

寄与すると共に集まったお金を奉仕

活動資金とします。 

【活動計画】 

ニコニコ委員 4名にて月ごとに担当して、奉仕貢献が高い

会員を表彰して記念品を贈呈します。 

目標金額 70 万円に向けて、毎月委員もニコニコへ寄付す

ると共に、会員へ増資をアピールします。      

 
広報雑誌ＩＴ委員会 委員長 岩垣津 亘 
 
＜広報＞ 

高山中央ＲＣが、地域社会にその活

動の認識と公共イメージが向上され

るように、広く活動内容を知らしめ

ていくように努めます。 

＜雑誌＞ 

「ロータリーの友」と「ガバナー月

信」を読んで頂くように努めます。 

＜ＩＴ＞ 

ロータリークラブ・セントラルで活動報告をします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
前回から入会させて頂き、ニコニコで皆様に歓迎して頂き
大変嬉しかったです。 小出 貴博 

 

 

 
 
皆様、ニコニコへのご協力をお願いします。  周 信夫 
 


