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＜点 鐘＞ 会長 高原 清人 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞ 
 
＜バッチ交換＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜会長就任挨拶＞ 会長 高原 清人 
 

いよいよこの時がやって参りま

した。 

創立 28年目を迎える高山中央ロ

ータリークラブの会長に、まさ

か私ごときに白羽の矢が立つと

は、会員皆さんも驚きと不安で

一杯でしょうが、お受けした私

自身が一番驚きと不安で一杯で

あります。然しながら拝命した以上、高山中央ロータリー

クラブのために、粉骨砕身努力を惜しまぬ覚悟でおります

が、元より浅学非才の私にとりまして拠り所となるものは、

会員皆様のご理解、ご協力が何よりの支えとなります。何

卒格段のお力添えを心よりお願い申し上げます。 

本年度当クラブのテーマを「凡事徹底」～友情と情熱と行

動と～を掲げさせて頂きました。「凡事徹底」とは「当た

り前のことを徹底して行う」ということで、何か特別なこ

とをやるのではなく、当たり前のことを徹底的にやり続け

ることで他と差別化が図れ、大きな結果に繋がるというこ

とです。この言葉はまさに中央ロータリークラブとイメー

ジが重なりました。 

一つに活動の目標が明確であり、独自の手法を持ち合わせ

ていること。青少年育成を基軸とし、出前講座等の手法を

用い、それを実践していること。 

二つにチャレンジ精神が旺盛で、常に新しい取り組みを実

行していること。地区補助金事業を始め、グローバル補助

金事業に向け研究を重ねていること。 

三つに会員相互の信頼と団結力、行動力の高さを誇ること。

会員一丸となって事業に取り組む姿は 27 年の歴史が物語

っていますし、中でも記憶に新しい地区大会の成功は如実

にこれらを証明しています。とは言えそれに甘んじること

なく、更なる研鑽を重ね次世代へ向かう努力も必要です。

本年は周年等の大きな事業はありません。そんな年だから

こそ今一度奉仕の理念に立ち返り、当クラブらしさに、よ

り一層磨きを掛け「凡事徹底」を念頭に置き、会員の皆様

と共に活動し続けることが、次世代の若者達に、或いは地

域社会に対して高山中央ＲＣが「インスピレーションとな

れる」ものと確信しております。 

≪クラブ活動基本方針≫ 

1．ロータリー賞の受賞を目指します。 

2．地区補助金事業の企画・立案・実施 

「自然体験 ふれあいキャンプ」・・・8月 4日 

3．ロータリーデイの開催 

ポリオ撲滅募金を実施し、この事業に対するＲＣの取

り組みをパネル展示等で紹介し、公共イメージの向上

を図る。 

4．「出前講座」の実施 

中学生で明確な目標を持つ生徒は少ないと思いますが、

職業奉仕を目的とするロータリアンが自身の職業を通

した体験、夢を語ることで、将来の夢や社会の中での

自分の役割と使命を認識してもらうきっかけづくりと

したい。 

5．米山奨学生の受け入れ（継続事業） 

米山奨学生レ・バン・チ（ベトナム出身）さんを引き

続き受け入れる。 

当クラブ事業にも積極的に参加して頂き、良好な相互

理解、交流を図る。 

6．友好クラブ交流事業 

平塚湘南ＲＣとの交流事業の実施。 

2018年 7月 7日、8日の両日平塚市の七夕祭に参加し

ます。 

以上のような事業計画の他、例会の充実、出席率の向上、

会員維持増強にと様々な課題にも取り組んでいく所存で

おりますので、何卒皆様のご理解、ご協力を重ねてお願い

申し上げ、会長就任のご挨拶といたします。 

 

 

 

 

 

◆会長  高原 清人   ◆幹事  岩本 正樹   ◆会報委員長 道下 利一  ◆会報担当 道下 利一 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1176 回 
55 名 55 名 48 名 － 87.27％ 

前々回 

1174 回 
56 名 56 名 44 名 3 名 83.93% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2018～2019 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「凡事徹底」～友情と情熱と行動と～ 

＜出席報告＞ 
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＜幹事就任挨拶＞ 幹事 岩本 正樹 
 
今年度、幹事をさせていただくこ

とになりました岩本です。 

ここにお集まりの皆さんの多くは、

「岩本にだけは幹事をやらせたら

だめやろ」とお思いの方が沢山お

られると思いますが、それはすご

く正解でありまして、ここ数年剱

田さんと共に築き上げていた優等生のクラブから、また昔

のようなだっしゃもないクラブへ逆戻りする事になって

しまうと思いますが、高原会長を支えて楽しいクラブ運営

を心がけて頑張りますので、皆さんご協力の程よろしくお

願いいたします。 

 
＜幹事報告＞ 幹事 岩本 正樹 
 

◎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 

 ・ホームページ開設のご案内 

  https://www.rid2630.jp 

 ・委嘱状の送付 

  剱田 廣喜/前越 路子/清水 幸平/下田 徳彦/ 

  村瀬 祐治/平林 英一 

〇美濃加茂ロータリークラブより 

 ・創立 50周年式典ＤＶＤ送付 

 
＜前年度表彰＞ 

出席表彰 

 前年度出席/プログラム委員長 橋本 修 
 

★印は連続出席 

27年 ★橋本 修  ★剱田 廣喜 ★松之木 映一 

★三枝 祥一 ★清水 幸平 

26年 ★島 明良 

25年 ★大保木 正博 

    伊藤 正隆 

21年 ★岩垣津 亘 

19年  仲谷 政美 

17年  渡辺 修治 

15年 ★永井 信次 ★今井 俊治 

13年 ★田中 雅昭 

12年  和田 良博 

10年 ★下田 徳彦 新井 信秀 

 9年 ★都竹 太志 

 8年  周 信夫 

 7年  谷口 欣也 

 6年  山本 辰男 

 3年  村瀬 祐治 平林 英一 坂之上 健一 

 2年  中田 專太郎 

 1年  小出 貴博 

 
ニコニコ表彰 
 前年度ニコニコ委員長 周 信夫 
 

第 1位 海老沢 玲子 

第 2位 鶯塚 英雄 

第 3位 中田 專太郎 

 
 
 
 

 
＜委嘱状を渡す＞ 会長 高原 清人 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＜会長エレクト就任挨拶＞ 坂之上 健一 
 

会員の皆様こんにちは。 

本年度高山中央ロータリークラブ

の会長エレクトを拝命致しました

坂之上です。 

本年度は高原会長の運営を勉強さ

せて頂き、次年度に生かしていき

たいと思っております。 

又本年度も「会長賞」をめざして

計画が動き始めておりますので全力でサポートし大いに

盛り上げていきたいと思っております。 

まだまだ自分の会長年度は先と思っておりましたが、もう

本年度から計画を立て動いていかなくてはなりません。 

皆様には色々とご無理をお願いする事もあろうかと思い

ますが、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

＜副会長就任挨拶＞ 村瀬 祐治 
 

今年度、副会長・クラブ奉仕委員

会統括理事を務めさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

クラブ細則には、「副会長は会長不

在のとき、クラブ会合・理事会合

において議長を務めその他通常そ

の職に付随する任務を行う」とあ

りますので務めて参ります。 

また、クラブ奉仕委員会統括理事としては、クラブ奉仕統

括としては本クラブの機能を充実させるために、クラブ内

で会員が取るべき行動に関わっていく所存であります。 

本日、ガバナーより米山記念奨学部門委員長の委嘱状を頂

き、併せて地区事業と米山記念奨学事業にも職務に邁進し

てまいります。 

米山記念奨学事業は、五大奉仕部門の一つ国際奉仕に組み

込まれており、国際理解、親善、平和を推進するための事

業であります。 

＜地区研修委員会＞ 

 委員長 剱田 廣喜 

 

＜地区財務・ロータリー財団 

        監査委員会＞ 

   委員 前越 路子 

＜地区青少年育成小委員会＞ 

 委員長 下田 徳彦 

＜地区米山記念奨学部門委員会＞ 

   委員長 村瀬 祐治 

＜地区会員増強部門委員会＞ 

   委員 平林 英一 

 

＜地区ロータリーの友委員会＞ 

委員 清水 幸平 
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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＞ 
 
いよいよ新しい年度がスタートしました。理事役員一同一
生懸命がんばってまいりますので、ご協力の程よろしくお
願い致します。 理事役員一同 
 
前年度は一年間ありがとうございました。本日は高原清人
会長と岩本正樹幹事のめでたい船出の日です。お世話にな
りますがどうぞよろしくお願い致します。 
 中田專太郎／谷口 欣也 
 
前年度は親睦活動委員会にご協力いただきありがとうご
ざいました。今年度は、奉仕プロジェクトの担当を頂きま
したのでまた一年間よろしくお願いします。 今井 俊治 
 
高原・岩本丸の船出のお祝いと航海の無事のお祈りを兼ね
てニコニコへ。 永井 信次 

 
 
 
高原会長・岩本幹事他理事役員の皆様、一年間よろしくお
願いします。 
 山本 辰男/久々野国良/新井 信秀/清水 幸平/ 
 平林 英一/渡辺 修治/岡﨑 壮男/大保木正博/ 

 岩垣津 亘/松之木映一/伊藤 正隆 
 
高原会長・岩本幹事、頑張ってください。 周 信夫 
 
舞台「ふぁぃと」大原騒動、二日とも満員御礼で無事終了
しました。ありがとうございました。 益田 大輔 
 
本日早退します。 西倉 良介 
 


