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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 

 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第 2630地区 

 濃飛グループガバナー補佐 井尾 達之 様 

 

＜本日のビジター＞ 

 高山西ロータリークラブ 平 義孝 様 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 中田 專太郎 
 

本日は井尾ガバナー補佐がおいで

下さいました。井尾ガバナー補佐に

於かれましては、遠いところいらっ

しゃいまして誠にありがとうござ

います（簡単に紹介）。後ほどまた

ご本人より、ご挨拶をお願いしたい

と思っております。 

次回の例会は、山陣さんのお座敷をお借りして、お弁当を

食べられた後、例会セレモニーを行いまして、その後、皆

様で本町 2 丁目に設置されておりますポリオ募金テント

の方へ移動していただきます。そこで、会員の皆様には、

募金の手伝いをしていただくのもよし、1杯 500円で募金

協力も出来る生ビールを飲んでもらってもよし、当日は本

町商店街で納涼夜市を行っておりますので、あっちこっち

をゆっくり楽しんでもらったり賑やかしてもらったり、ま

た、どうしてもご用のある方は、自然解散してもらっても

結構ですが、取り敢えずはテント前に集合していただけれ

ばありがたいと思います。テントでは我々がＲＣ活動の一

環として、ポリオ募金を通して人道支援活動をしているこ

とが宣伝できればいい、と考えております。どうかよろし

くご理解とご協力をお願い致します。 

さて、前回は人類がその撲滅に唯一成功した感染症には、

「天然痘」がある、というお話しをさせていただきました。

今我々、ポリオ撲滅活動を進めているわけですが、撲滅を

成し遂げれば、人類が 2番目に撲滅に成功した感染症とな

ります。それでは成就度はどれくらいなのかと申し上げま

すと、99％という数字になるということです。 

「それじゃあ、後 1％で撲滅なの！」「じゃ、撲滅の日は

近いね！」と言いますが、そう簡単ではないのです。 

この後 1％の残っている国、つまりポリオ発生国が、パキ

スタン、アフガニスタン、ナイジェリア、ラオスです。 

はい、そうなんです、そのほとんどが戦時国家なのです。 

これらの国々でワクチン接種活動を展開するボランティ

アが殺害される等の被害もでております。長い話は出来ま

せんが、これらはポリオの世界的な再発の誘引(再流行)

にもなりかねないのです。 

だから完全撲滅達成が、最終的な目標となるのです。 

2018年までＲＣはポリオ撲滅資金として年間 3500万ドル

(約 35 億円)を拠出し、それに対してビル＆メリンダ・ゲ

イツ財団が、その金額の 2倍を上乗せし、さらに各国政府

からの支援金でまかなわれております。 

この撲滅のための資金が必要なくなれば、20 年間で 500

億ドル（約 5兆円）のコストが節約出来るということです。 

その日が早く訪れんことを願います。 

 
 
＜幹事報告＞ 幹事 谷口 欣也 
 

◎国際ロータリー本部より 

  ・ザ・ロータリーアン誌 
 

◎国際ロータリー第 2630地区 

ガバナー事務所より 

  ・ホームページ開設のご案内

https://www.rid2630iga.org 

・2017-18年度地区大会のご案内 

10/14(土)～10/15（日） 

・第 14回韓日親善会議のご案内 

9/23（土）13：00～ 登録料 16,000円 

  ・夏季休暇のお知らせ 8/11～8/16 
 

◎国際ロータリー第 2630地区 

ガバナーエレクト事務所より 

  ・夏季休暇のお知らせ 8/11～8/15 
 
◎ロータリー米山記念奨学会より 

  ・ハイライトよねやま 208号 

  ・「ロータリー米山記念奨学会 50年のあゆみ」 

 刊行のご案内 

◆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 松之木 映一 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1139 回 
60 名 59 名 47 名 － 79.66％ 

前々回 

1137 回 
60 名 59 名 53 名 3 名 94.92% 

 

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＞ 
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○高山ロータリークラブより 

  ・例会変更のお知らせ 

   8/10（木）18：30～ 納涼ゆかた例会 恵の久 

   8/31（木）休会 
 

○高山西ロータリークラブより 

  ・例会変更のお知らせ 

   8/11（金）休会 法定休日 

   8/25（金）→20（日）18：30～ 飛騨高山美術館 

 2500回記念＆交換学生歓迎＆家族ゆかた例会 

 
＜会長エレクト就任挨拶＞ 高原 清人 
 

皆さんこんにちは、いよいよ会長

エレクト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

人が一番不安に思っております。 

このまま無事進めば第 28 代の会

長となるわけですが、まだ実感が

湧きません。とは言え、刻一刻と

迫ってくるその時に備え、この不安な気持ちが勇気と変わ

りますようしっかり勉強させて頂きます。そして先達会長

を元、会員の皆さんが培ってこられたこの「中央ロータリ

ークラブの灯」を絶やすことなく、次に繋げて行くことも

私の役目と思っております。どうか来るべきその時には皆

様の絶大なるご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致しま

す。 

てなわけで、本年は中田会長、谷口幹事のもと勉強させて

頂きますので重ねてお願い致します。 

 

＜ガバナー補佐訪問＞ 

 濃飛グループガバナー補佐 井尾 達之 様 
 
皆様こんにちは。濃飛グループＡＧの井尾達之です。 

会長、幹事会の中でクラブ活動

計画書を見させてもらいました。

その中で高山中央ロータリーク

ラブ職業倫理基準が載っていま

すが、他のクラブにはないので

是非参考にしたいと思いました。 

また、中田專太郎会長の方針も

載っています。会長の意気込み

が感じられますので、是非読んでいただき、会長賞を目指

していただきたいです。 

田山雅敏ガバナーの「未来を創造しよう」…10 年後のロ

ータリーは…を地区活動方針テーマに掲げています。当ク

ラブは今後 10 年後も楽しみなクラブになると思いますの

で、9つの質問状に答えて頂き、益々素晴らしいクラブに

なるようご祈念申し上げます。 

 
＜クラブアッセンブリー＞ 
 
会員基盤維持増強委員会 
 統括理事 津田 久嗣 
 

ＲＩ会長賞を目指し、会員維持増強

/会員選考/職業分類委員会との連

携を図り会員増強と退会者防止を

図るために活動をします。 

【活動計画】 

退会防止として新会員のケアと情

報交換会と会員増強のため入会者

情報集会を開催します。 

会報委員会 委員長 大原 誠 
 
委員長：大原  誠 

副委員長：阿部 眞澄美   

委    員：12名 

予    算： 

項 目 明 細 予  算 

会報企画作成料   ＠12,960円×41回 

例会写真保存・資料作成料（年間） 

531,360. 

16,200.  

予 算 計 ￥547,560. 

内    容 

(1)基本方針：クラブ内外の情報、

各委員会活動等について、当クラ

ブの会報発行を遅滞なく行い、ロ

ータリー活動の理解を深めると

ともに会員相互のコミュニケー

ションの充実に努める。 

(2)実施内容：会報発行  

1）掲載記事はわかり易い内容とし、例会開催の都度、

発行する。 

2）クラブ活動における記録誌の重要性と情報発信ツー

ルとしての有効性を理解し、紙面の充実に留意する。 

3）各委員は、例会ごとに当番制で担当する。 
 
 
出席プログラム委員会 委員長 橋本 修 
 
【活動計画】 

＜出席委員会＞ 

・出席 100％の会員を 100％にしよう 

・個々の出席状況を把握してもらう 

・出欠状況を年 2～3回個別データを

作成配布する 

・100％出席者を表彰する 

＜プログラム委員会＞ 

・年間プログラムの管理 

・新入会員を中心としたスピーチ例会 

・例会（変更時）の対応 

・軽スポーツ例会の企画、運営 

・卓話（ゲストスピーカー）例会の企画 

 
 
ロータリー情報委員会 委員長 足立 常孝 
 

委員会構成は、副委員長に島さん・

剱田さん・三枝さん・伊藤さんの 5

名です。 

今期も新入会員さんが入会されまし

たので、ＩＤＭを 9月、10月に開催

する予定で計画致します。 

担当する例会は、11月 13日と 3月 5

日の 2回です。 

11月は、新入会員のスピーチを、3月は、当クラブから過

去にない沢山の会員が地区に出向して頂いていますので、

最新の地区活動の報告を発表して頂く予定です。 

予算は、ＩＤＭ研修会用で 5万円を予定しております。 
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社会奉仕委員会 副委員長 和田 良博 
 

委員長が欠席のため、原稿を頂きましたので代読します。 

社会奉仕委員会は、委員長に井ノ下さん、副委員長に和田、

委員に仲谷さんと新宮さんの合計 4名です。 

今年度の委員会基本方針は「現状の

飛騨地域の社会奉仕活動を知るこ

とで、今後の我々が出来る支援につ

いて考えるきっかけを作る」とさせ

て頂きました。 

2回の担当例会を受け持ちさせて頂

きます。 

1回目は 12月 11日となり、現在高山市社会福祉協議会の

方等からこの委員会活動に相応しい内容を詰めています

が、我々の身近な話題にスポットを当てたようにしたいと

思います。 

2回目は来年 4月 9日となります。これまで卓話や施設見

学等でお世話になっている「飛騨慈光会」の方に現状につ

いてお聞きする内容を計画しています。 

最後に委員会予算ですが、例会事業費と各種団体年会費を

含め昨年と同様合計 3万 5千円を計上させて頂きました。 

初めての委員長の立場ですが、皆様とって有効な例会時間

になるよう務め上げていきますので宜しくお願い致しま

す。 

 

 

青少年奉仕委員会 委員長 熊﨑 元康 
 

青少年奉仕委員会は、委員長熊﨑、

副委員長益田さん、委員 8名で構成

されています。 

本年度も例年通り「出前講座」の開

催を計画しておりますので、皆様方

のご協力をよろしくお願い致しま

す。 

また、担当例会は中野谷教育長にお願いして、今年 3月に

策定された「教育大綱」を基に「出前講座」に対してのご

意見、ご感想を頂くようにしております。 

さらに、益田清風高校インターアクトクラブの共同スポン

サーとして、今年も 2回予定されている国際奉仕活動に協

力、参加致します。 

対外の活動が中心になりますので、皆様のご協力よろしく

お願い致します。 

 

 

国際奉仕委員会 委員長 道下 利一 
 

グローバル補助金事業を視野に入れ

実現に向けた活動を行う。 

担当例会は、国際奉仕の理解を深め

るため「グローバル補助金事業に向

けて」と題して 

卓話例会とする。 

 

ロータリー財団委員会 委員長 岡﨑 壮男 
 

皆さんこんにちは。副委員長に海老

沢玲子さん、委員に前越路子さん、

委員長に岡﨑壮男という委員会です。 

基本方針は、シンプルにロータリー

財団の活動を理解しようにしました。 

目標は、なるべく早い時期にロータ

リー財団年次寄付一人 100ドル以上

とポリオ・ブラス寄付金をクラブで 1,000ドルです。 

活動計画は、10月 23日に会長のクラブ活動の基本方針に

沿いポリオを学ぶということで関連ビデオ鑑賞を行いま

す。翌月 11月 27日に基本方針に則りロータリー財団の活

動を会員に紹介するということで私が説明いたします。 

1年間よろしくお願いします。 

 
 
米山記念奨学委員会 委員長 永井 信次 
 

委 員 長：永井 信次 

副委員長：高原 武夫 

委 員：村瀬 祐治 

【基本方針】 

1.米山記念奨学会の目的・事業内容 

について理解を深める。 

2.当クラブより地区委員長を輩出す

るに伴い、好意と友情の心で寄付金の増額を目指す。 

担当例会日 活動計画内容 予算 

8月 21日(月) 

 

 

 

10月中旬 

米山記念奨学地区委員長と 

奨学生の卓話 

(奨学生来訪時の交通費と 

手土産) 

米山月間にあたり寄付金の

依頼と集金 

20,000 

予算合計  ￥20,000 

☆具体的な寄付金の依頼について 

(普通寄付は例年 24万の会費より) 

（昨年）普通寄付 4,000円 特別寄付 3,000円 

（今年）普通寄付 5,000円 特別寄付 未定 

☆8月 21日(月)米山奨学生は、岐阜大学在学中 

グエン・タム・ゴックタン（ベトナム）女性 

 

 

会員増強/会員選考/職業分類委員会 
 委員長 大保木 正博 
 

多様な会員が集まるクラブを目指し、

先ずは現在の当クラブの職業分類等

の現状を把握する。その後、効果的

な会員増強が出来るよう検討を行い、

増強活動を実施する。 

会員にとっては、クラブへの所属意

識と達成感が感じられるよう、地域

社会に対しては、高山中央ＲＣの活動が広く認識され参加

したいと思われるよう、他の委員会の対外的な広報・活動

に協力する。 

【活動計画】 

会員の職業・専門知識・スキル、満足度に関するアンケー

ト調査を実施する。 

現在の高山地域の人口分布と職業分布、当クラブの職業分

布を調査し統計化する。 

候補者リスト等を整備し効果的な増強活動を行う。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
第 1回ガバナー補佐訪問です。よろしくお願いします。 
 ガバナー補佐 井尾 達之 様 
 
高山中央ロータリークラブの皆様、暑中お見舞い申し上げ
ます。お世話掛けますがよろしくお願いします。 
 高山西ＲＣ 平 義孝 様 
 
国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 
井尾達之様のご来訪を歓迎致します。後程はご指導よろし
くお願い致します。また、高山西ＲＣの平義孝様のご来訪
を歓迎致します。 理事役員一同 
 
久々の出席です。新会員の小出さんよろしくお願いします。
誕生日のお祝いをありがとうございました。大保木 正博 
 
井尾達之ガバナー補佐様、高山西ＲＣの平様、ご来訪を歓
迎致します。 田中 雅昭 

 
 
 
国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 
井尾達之様ご指導よろしくお願い致します。また、高山西
ＲＣの平義孝様、先日のＪＡあゆみの会ご苦労様でした。
ようこそ高山中央ロータリークラブへ。 松之木 映一 
 
この度、7月末をもって退会させて頂きます。皆様には今
日まで大変お世話になりありがとうございました。今後の
高山中央ロータリークラブのご繁栄をお祈り申し上げま
す。また、どこかで会った時には「やあ」と言って下さい。 
 黒地 重雄 
 
本日をもちまして退会させて頂きます。皆様大変お世話に
なりました。長い間ありがとうございました。皆さん、愛
してます。 坂家 賢司 
 
ニコニコへのご協力をお願いします。 周 信夫 
 


