
● 点　鐘	 	 　　　	会　長　　坂之上健一

● 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

● 会長所信

　　　　　　　会　長　　坂之上健一

　2019 年～ 2020 年「高山中央ロータリークラブ」の会長を
拝命しました坂之上です。
　昨年の今頃はまだ先の事と余裕でいましたが、あっという
間に本日がやってきました。今までの立場だと意見だけを
言っていれば良かったのですが、これからは意見を言われる
側になり、問題を解決していかなければならない立場になり
責任を痛感しています。
　さて、本年度は当クラブより「剱田ガバナーエレクト」と「清
水ガバナー補佐」が輩出され、ますます地区からも注目をさ
れる事になると思いますが「さすが高山中央ロータリークラ
ブ！」と言われるよう皆様の力をお借りし一致団結して様々
な事業に取り組んでいきたいと思っております。そのために
は、本年度スローガンに掲げた「躍動！」を皆さんと共に実
践していきたいと思います。

「躍動」とは「活き活きと活動する」という意味です。その
言葉の通り本年度も「ロータリー賞」をめざし又、会員の増

強にも取り組み会員数 60 名をめざしたいと思っております。
しかし、ただ闇雲に会員数を増やすのではなく魅力的なクラ
ブにならなくては、せっかく入会してくれた新会員の方を
がっかりさせることとなります。
そのためには、一人ひとりが例会に対する参加意識を上げな
くてはならないと思います。
出席はもちろん、例会中の居眠りや服装の乱れなど基本的な
ところの意識を上げることから始めて行くことが大事だと思
います。ロータリークラブとは異業種の経営トップが集う、
言わば高山の経済人の集まりですからある意味ステータスが
感じられる会でなければ魅力はなくなると思います。
まだロータリークラブを知らない経営者の皆さんに、ロータ
リークラブ入会を目指していただけるようなステータスを感
じられる魅力的なクラブ作りをしていきたいと思います。
一年間会長として皆様の力をお借りし、高山中央ロータリー
クラブを盛り上げていきたいと思っておりますのでどうぞよ
ろしくお願い致します。

●  幹事就任あいさつ 　

　　　　　　　　　　　　　 　幹　事　　堀口　裕之

　この度、幹事を仰せつかりました堀口裕
之です。一年間よろしくお願い申し上げま
す。
　坂之上会長の思いである「躍動」をもと
に会員の皆様方がいきいきとロータリー活
動ができるように心をつくしてまいりたいと考えておりま
す。
　今年度は当クラブより濃飛グループガバナー補佐に清水幸
平さんを輩出し、濃飛グループの IM が主催されます。
また次年度はいよいよ剱田ガバナーを輩出して、さらなる活
気あるクラブ活動をしていかなくてはなりません。
会員の皆様にはできる限りの例会出席・各行事への参加・協
力をお願いするとともに格別のご指導をお願い申し上げ幹事

会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本日
1214 回 56 名 55 名 46 名 83.64％
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16 年 14 年 13 年

★永井　信次
★今井　俊治

★田中　雅昭 和田　良博

11 年 10 年 9 年

★下田　徳彦
新井　信秀

仲谷　政美 渡辺　修治

8 年 7年 4 年
谷口　欣也 山本　辰男

岩本　正樹

村瀬　祐治
平林　英一
坂之上健一

3 年 2年

高原　清人 ★小出　貴博

岡﨑　壮男

　　　★印は連続出席

　　　平成 30 年度皆出席者　28 名様

●  ニコニコ表彰

海老沢玲子　　岡﨑　壮男　　岩本　正樹
益田　大輔　　大原　　誠　　鶯塚　英雄
伊藤　正隆

就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い致
します。
●  幹事報告

　ＲＩ本部より
　　・ザ・ロータリアン誌

　国際ロータリー第２６３０地区直前ガバナー事務所より
　　・米山梅吉記念館創立 50 周年記念特別寄付のお願い
　　・日本のロータリー 100 周年記念ピンバッチ頒布について
　　・5 月分会員増強報告書
　　
　国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
　　・地区代表幹事変更のお知らせ
　　　井熊　信行（津ＲＣ）
　　・2019-20 年度地区役員・地区幹事名簿

　■ 熊野ロータリークラブより
　　・例会開催日変更のお知らせ
　　　第 1・2・3 週木曜日 12：30 ～　新宮信用金庫熊野支
　　　店　３Ｆ
　　　第 4 週木曜日 19：00 ～　みどりや

　■ 高山ロータリークラブより
　　・例会変更のお知らせ
　　　7 月 11 日（木）１８：３０～　高山信用金庫本店　 
　　　夜例会のため
　
　　◀高山市青少年育成市民会議より▶

　　・青少年野外活動の出役の依頼
　　　日時：８月１７日（土）～１８日（日
　　　会場：国立乗鞍青少年交流の家
　　◀会報▶

　　・美濃加茂ＲＣ

●  出席表彰

28 年 27 年 26 年

★橋本　　修
★剱田　廣喜
★松之木映一
★三枝　祥一
★清水　幸平

★島　　良明 ★大保木正博
伊藤　正隆

22 年 20 年 18 年

★岩垣津　亘 仲谷　政美 渡辺　修治
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●  役員就任挨拶

　 会長エレクトあいさつ　　　　　　  　　 村瀬　祐治

　会長エレクトの役職を務めさせていただ
きます。この１年間を次期、当クラブ運営
のために、心の準備と運営準備をさせて頂
きます。
　また、２回目のガバナー選出クラブの会
長としてもまた当クラブ創立 30 周年を迎え、グローバル補
助金を使って、ミャンマー学校建設の話もあり大変重責だと
こころしております。会員の皆様のご支援・ご協力をよろし
くお願いいたします。
　地区米山記念奨学部門委員会の委員長の職については、も
う１年任期が残っております。
　また、幹事として岡﨑壮男さんにお願いしております。幹
事と相談を重ねて、事業計画をして参ります。

　 副会長あいさつ　　　　　　  　　 　　　　 大原　誠

　諸先輩会員が沢山みえる中で、若輩なが
ら今年度の副会長に就任させていただく事
となりました。
　新元号令和の記念すべき初年度というこ
ともあり、身の引き締まる思いです。大変
微力ではございますが、会員皆さまのご協力とご理解をいた
だき、坂之上新会長をしっかりと支えるべく、一所懸命務め
てまいりたいと思います。
　ロータリーの奉仕理念を踏まえ、当高山中央 RC の倫理基
準ならびに坂之上新会長の掲げる今年度方針のもと、各委員
会やクラブ奉仕部門との連絡調整やバックアップに注力する
など、会員皆さんが気持ちよくクラブ活動ができるよう、ま
た各事業計画が立派に成就できますよう、『最もよく奉仕す
るもの、最も多く報われる』を肝に銘じ、頑張っていきます
ので、一年間、よろしくお願いします。

　ガバナー補佐就任挨拶

ガバナー補佐　清水　幸平

　本年度濃飛グループガバナー補佐を勤め
させていただくことになりました。力不足
ではありますが、高山中央クラブに迷惑を
かけないよう精一杯努めさせていただきま
す。つきましては皆様方の絶大なるご支援
をどうかよろしくお願いいたします。
　与えられた任務の中で最も重要な仕事は、IM の開催とガ
バナー公式訪問です。特に IM は、高山中央クラブの会員皆
様のご協力がなくては実行することができません。2019-20
年度濃飛グループの IM は、10 月 27 日 ( 日 )、ひだホテルに
て開催します。どうか全員の参加をお願いいたします。

おめでとうございます

　　　　　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
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
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◀ニコニコＢＯＸ▶　

本日より新年度がスタート致しました。皆様、どうぞよ
ろしくお願い致します。　　　　　　　 　理事役員一同

先週の最終例会では、つたない司会で申し訳ありません
でした。高原会長・岩本幹事への労いの言葉を忘れてお
りました。お疲れ様でした。坂之上会長、一年間頑張っ
て下さい。7/25 ～ 7/29　ビクトリアさんがボーイフレ

ンドを連れて高山に来ます。嬉しいやら、ショックやら、
複雑な感情が入り混じっています。皆さんにご迷惑をか
ける事があると思いますがよろしくお願い致します。　

高木　純

昨年中は会員の皆様方に本当にお世話になりました。坂
之上新会長・堀口新幹事の船出をお祝い申し上げます。

　高原　清人　　岩本　正樹

いよいよ新年が始まりました。本年度、会長坂之上・幹
事堀口の迷コンビで頑張っていきたいと思います。何か
とお願い等多々あるかと思いますがご協力をお願い致し
ます。　　　　　　　　　 　坂之上健一　　堀口　裕之

高原前会長・岩本前幹事、一年間ご苦労様でした。坂之
上会長・堀口幹事の船出を心よりお喜び申し上げます。
ご健勝にて一年間頑張って下さい。

永井　信次　　清水　幸平　　伊藤　正隆
橋本　修　　　平林　英一　　岡﨑　壮男
三枝　祥一　　久々野国良　　新井　信秀

岩垣津　亘

７月１日はロータリーの年度替わりです。私はガバナー
会でガバナーエレクト自己紹介と同期ガバナーエレクト
顔合わせで東京にいますので、当クラブの新年のお祝い

に出席できず残念です。コメンスメントとは、アメリカ
では卒業式の意味でもあります。ロータリーは次から次
へと始まりますので卒業はないと言う意味ではないで
しょうか !!

　剱田　廣喜

本日より剱田さんがガバナーエレクトとなり事務所が稼
働しました。これから２年間、ご迷惑やご心配をおかけ
しますが、こころ温まるご支援をよろしくお願い致しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中田　学

新年度の会長・幹事さんご苦労様です。７月１日第一例
会は珍しいです。日経新聞の私の履歴書は今日から中島
常幸プロが連載です。　　　　　　　　　　 足立　常孝

今年度奉仕プロジェクト委員会統括理事を拝命いたしま
した。一年間どうぞよろしくお願い致します。改めてご
案内致しますが、８月３日は「夏休み親子体験教室」を
開催しますので皆様ご協力をよろしくお願い致します。

　下田　徳彦

前年度は奉仕プロジェクト委員会並びに社会奉仕委員会
にご協力頂きありがとうございました。今年度は会報委
員会担当させて頂きます。１年間よろしくお願い致しま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　今井　俊治

前年度親睦委員長をなんとか務める事が出来ましたので
感謝を込めてニコニコへ。　　　　　　　 　植木　眞吾

最終例会は出席できず申し訳ありませんでした。
　前越　路子


