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●点 鐘 

●ロータリーソング    

●四つのテスト  

●ビジターゲストの紹介 

●会長の時間     会長 坂之上 健一 

 

 皆さんこんにちは。

本日は 2月 17 日以来

3 ヶ月半ぶりの例会

となります。久々に

皆様と顔を合わせる

ことができとても嬉

しく思います。 
本日の例会は 3 密を

避けるためにいつもとは違ったテーブル配置
で開催させて頂きました。又ロータリーソング
なども飛沫感染予防のため今月は中止とさせ
ていただきます。何かいつもの例会とは違った
感じとなりましたが、しばらくの間はこのよう
な形で進めていきたいと思いますのでご協力
お願い致します。 
まだまだ長引きそうな「新型コロナウィルス感
染」もしっかりとした予防対策をしながらロー
タリー活動をしていきたいと思います。 
 
 本日は長い休会の間に色々な事があり、その
都度理事役員の皆様にお集まりいただき協議
をして頂きました。そして何より一番うれしい
事は新入会員が 3名増えた事です。後ほど紹介
させて頂きますが、5 月 7 日入会セレモニーを
理事役員のみでさせて頂き本日は新入会員の
皆様は初の例会出席となります。会長の時間が
終わり次第新入会員の皆様には紹介と本人よ
りご挨拶を頂きたいと思います。 
本日の例会は3ヶ月ぶりとゆう事もありプログ
ラムも盛りだくさんとなりますので会長の時
間は早々に終わりたいと思いますが、なにより
本日より例会が再開出来た事本当にうれしく
思います。 

最後に、会員の皆様には「新型コロナウィルス
感染」が収束するまで、くれぐれも体には気を
付け日々過ごして頂きたいと思います。 
 
●新会員の紹介 

 
氏 名 今井 哲也 
入会日 2020 年 5 月 7 日 
生年月日 S49 年 7 月 4 日 
会社名(有)今井板金工業所 
職 業 板金業 
 
 

 
氏 名 奈木 尚美 
入会日 2020 年 5 月 7 日 
生年月日 S43 年 6 月 5 日 
会社名(株)グッドプラス 
職 業 乳製品製造販売業 
  
 

 
氏 名 高原 龍士 
入会日 2020 年 5 月 7 日 
生年月日 S48 年 8 月 2 日 
会社名 (有)高原建機 
職 業 建物解体業 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       新会員の紹介 

◆会長  坂之上 健一   ◆幹事  堀口 裕之   ◆会報委員長 和田 良博  ◆会報担当 前越 路子 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1238 回 
58 名 57 名 49 名 － 85.96% 

前々回 

1236 回 
56 名 55 名 45 名 0 名 80.00% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 
2019～2020 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

～「躍動！」～Move up 



第 1238 回 R02･06・08 
 

 

●幹事報告       幹事 堀口 裕之 
 

◎RI本部より 
 ・ザ・ロータリアン誌 
   4・5・6月号 
◎国際ロータリー第2630地区         

ガバナー事務所より 
 ・1 月・2月・3 月・4 月会員 
  増強報告        

・バギオだより 
 

・会長エレクトセミナーおよび地区研修協議会中止
の案内 

・国際大会中止のお知らせ 
・ガバナーナイトおよび朝食会中止の案内 
・ポリオプラス基金への寄付のお願い 
・次期会員増強研修セミナー開催のお知らせ 
  日時：5月 24 日(日) 12：15～15：55 
  会場：都ホテル 岐阜長良川 
  登録料：7,000 円・・・延期 
・インターアクト教師部会および 2021 年度韓国派

遣事業中止の案内 
・台風 15 号・19 号・21 号豪雨災害支援に対するお

礼と報告 
・2021-22 年度青少年交換夏季派遣学生募集の中止

の案内 
・ガバナーより「書簡」 
・ガバナーより YouTube  

メッセージ 第１弾、第２弾、第３弾 
・「マイ ロータリー」の登録のお願い 
・事務所休暇のお知らせ 4/29～5/6 
・環境関連アンケート実施結果の報告 
・フェイスシールド募金のお願いとお礼 
    （クラブより 100,000 円寄付） 
・年度末ガバナー補佐訪問について 
・例会再開の雰囲気についてお知らせ下さい 
・ロータリー フェイス シールドキット注文書 
・ロータリー財団寄付のお願い 
◎国際ロータリー第 2630 地区 ガバナーエレクト

事務所より 
・会長エレクトセミナー開催の現況について 
・会長エレクトセミナー開催見合わせについて

（3/14・3/15） 
・会長エレクトセミナー開催のご案内（4/19） 
・会長エレクトセミナー資料 
・会長エレクトセミナーおよび地区研修協議会中止

に伴う今後について 
・会長エレクトセミナーおよび地区研修協議会のデ

ーター 
・事務所休暇のお知らせ 4/29～5/6 
・2020 年度会長エレクトセミナーおよび地区研修協

議会資料の送付 
・7/4 地区大会企画会議・・延期 
・7/18R 財団セミナー‥中止 
・8/1～8/2 第 43 回インターアクト年次大会・・中

止 
・10/3 ＡＧ・ＣＣ会議・・中止 
・11/7～11/8 地区大会・・2021 年 5 月 29～30 日延

期 
・会長エレクト研修セミナーおよび地区研修協議会  
 終了証書 
 
・出席/会員動静報告とガリバー月信について 

◎濃飛グループガバナー補佐より 
 ・ガバナー補佐最終訪問中止のお知らせ 
 ・ガバナー補佐最終訪問 6/15 に訪問 
  
◎濃飛グループ次期ガバナー補佐より 
 ・次年度訪問および行事中止のお知らせ 
 ・7/13（月）第１回ＡＧ訪問 および 9/17（木） 
   高山 3RC 合同例会 
  10/11(日)濃飛グループＧＴＭ 
 
◎ロータリーの友事務所より 
 ・５月号休刊 5 月 6 日号合併号の予定 
 ・事務所在宅勤務のお知らせ 6月 30 日まで 
 
◎ロータリー米山記念奨学会 
 ・ハイライトよねやま 240・241・242 
 
◎米山梅吉記念館理事長より 
 ・館報 35 
 
◎ロータリー文庫運営委員会より 
 ・4/2～5/6 閉館 職員在宅勤務のお知らせ 
 
〇例会取り消しのお知らせ 
 ・高山ＲＣ 3/5・3/12・3/19・3/26・4/2 
  4/9・4/16・4/23・4/30・5/7・5/14・5/21・5/28 
 
・高山西ＲＣ 3/6・3/13・3/27・4/3・4/10・4/17 

  4/24・5/1・5/8・5/16・5/22・5/29 
 
・美濃加茂ＲＣ 3/6・3/13・4/3・4/10・4/17・4/24 

   
・可児ＲＣ 3/5・3/19・4/2・4/9・4/16・4/23・

4/30・5/14 
   
〇高山ロータリークラブより 
 ・飛騨地区ＩＡＣ合同研修会中止のお知らせ 
 
〇例会変更のお知らせ 
 ・高山ＲＣ 6/25(木)18：30～「新緑例会」 
  ホテルアソシア高山リゾート 
 ・高山西ＲＣ 6/26(金)休会 
 
＜高山市教育委員会事務局より＞ 
・令和 2年度高山市キャリア教育「出前講座」担当
校の依頼について 

・令和 2年度高山市キャリア教育「出前講座」中止
のお知らせ 

 
＜高山市青少年育成市民会議より＞ 
 ・平成 31 年度事業実績報告および助成金の申請に

ついて 
 ・令和 2 年度総会開催のご案内 5/28 
 ・「高山市少年の主張コンクール」後援のお願い・・

中止 
 ・令和 2 年度総会書面議決結果のお知らせ 
 
＜飛騨高山国際協会より＞ 
・令和 2 年度通常総会資料の送付 
・令和 2 年度通常総会開催のご案内 4/7・・中止 
 ・令和 2 年度通常総会の書面決議の結果報告 
＜高山市都市提携委員会より＞ 
・令和 2 年度委員会会議開催について 4/10・中止 
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＜高山市民憲章推進協議会より＞ 
・総会書面決結果の報告 
・乗鞍岳の自然環境保全事業開催のお知らせ 
  外来植物除去作業ボランティア募集 

＜デンバー姉妹都市提携委員会より＞ 
・提携 60 周年記念事業ツアー中止のお知らせ 
＜ガールスカウト岐阜県連盟より＞ 
・台湾交流事業報告書の送付 

＜会報＞ 
・美濃加茂ＲＣ ・下呂ＲＣ ・高山ＲＣ 
 
●お祝い      親睦活動委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜本日のプログラム＞ 
●高山中央未来委員会   

委員長 山本 辰男 
  
定款の変更に伴い、当ク
ラブの細則も変更をする
こととなりました。変更
案を提案致します。総会
にかけますのでよろしく
ご検討の程お願い致しま
す。 
 

 
 

 ４月のお祝い 
＜会員誕生日＞ 

松之木 映一  Ｓ２５年 ４月 ７日 

剱田 廣喜   Ｓ２４年 ４月１８日 

大原 誠    Ｓ３０年 ４月１８日 

鶯塚 英雄   Ｓ２９年 ４月２６日 

 

＜夫人誕生日＞ 

下畑 旬平  朋子  ４月 ７日 

西倉 良介  淳子  ４月 ８日 

 

＜結婚記念日＞ 

二木 公太郎  Ｈ２６年 ４月 ３日 

下田 徳彦   Ｈ１１年 ４月 ４日 

清水 幸平   Ｓ５６年 ４月 ５日 

岩本 正樹   Ｓ６１年 ４月 ６日 

橋本 修    Ｓ４９年 ４月 ７日 

 

 

 

 

 

 

３月のお祝い 

＜会員誕生日＞ 

下畑 旬平   Ｓ４９年 ３月 ８日 

堀口 裕之   Ｓ４１年 ３月 ９日 

渡辺 修治   Ｓ２６年 ３月１２日 

長瀬 栄二郎  Ｓ４９年 ３月１３日 

久々野 国良  Ｓ２３年 ３月１９日 

岩本 正樹   Ｓ３５年 ３月２１日 

海老沢 玲子       ３月２３日 

 

＜夫人誕生日＞ 

中田 学    康予   ３月 ３日 

大原 誠    朋子   ３月 ６日 

剱田 廣喜   恵子   ３月１３日 

久々野 国良  光枝   ３月１４日 

高原 清人   美奈子  ３月１５日 

仲谷 政美   幸子   ３月２０日 

小出 貴博   幸子   ３月２０日 

三枝 祥一   敏江   ３月２８日 

新井 信秀   知子   ３月３０日 

 

＜結婚記念日＞ 

井ノ下雄志   Ｈ１８年 ３月 ９日 

新井 信秀   Ｓ５４年 ３月１０日 

小出 貴博   Ｈ１３年 ３月１０日 

大保木 正博  Ｓ５８年 ３月１３日 

高原 武夫   Ｓ４７年 ３月１９日 

下畑 旬平   Ｈ１０年 ３月２１日 

三枝 祥一   Ｓ５４年 ３月２６日 

おめでとうございます 
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５月のお祝い 

＜会員誕生日＞ 

小出 貴博   Ｓ４６年 ５月１２日 

高橋 厚生   Ｓ４９年 ５月２０日 

島  良明   Ｓ２４年 ５月２６日 

道下 利一   Ｓ４１年 ５月２８日 

 

＜夫人誕生日＞ 

堀口 裕之 潤子     ５月３０日 

 

＜結婚記念日＞ 

岩垣津 亘   Ｓ５３年 ５月 ８日 

中田 專太郎  Ｓ５８年 ５月２１日 

高橋 厚生   Ｈ１５年 ５月２４日 

松之木 映一  Ｓ５４年 ５月２６日 

 

おめでとうございます 

 

 

６月のお祝い 

＜会員誕生日＞ 

奈木 尚美        ６月 ５日 

田中 雅昭   Ｓ３２年 ６月２０日 

津田 久嗣   Ｓ３５年 ６月２５日 

古橋 ひと実       ６月２５日 

 

＜夫人誕生日＞ 

高木 純 和代      ６月 ２日 

周 信夫 真奈美     ６月２５日 

 

＜結婚記念日＞ 

田中 雅昭   Ｓ５９年 ６月 ２日 

中田 一男   Ｓ４７年 ６月 ３日 

西倉 良介   Ｓ５５年 ６月 ８日 

仲谷 政美   Ｓ４４年 ６月２６日 

 

おめでとうございます 
  

 

＜ニコニコ BOX＞ 

高原龍士さん、今井哲也さん、奈木尚美さんのご入

会を歓迎申し上げます。今後ともどうそよろしく 

お願い致します。   三枝 祥一  松之木 映一 

高原龍士さん、今井哲也さん、ご入会おめでとうご

ざいます。心より歓迎致します。ロータリーは親睦

例会がたくさんありますのでまた楽しいお酒を飲み

ましょう。          下田 徳彦 

高原龍士君、今井哲也君、そして奈木尚美さんのご

入会を心より歓迎致します。これまで以上にどうぞ

よろしくお願い致します。   谷口 欣也 

新会員の皆さんよろしくお願い致します。品行方正

でお願いします。       周 信夫 

新しい会員さんが入会され当クラブも若返りして楽

しみです。          足立 常孝 

本日より 3 名の仲間が増えました。仲良くよろしく

お願い致します。       橋本 修 

新入会員が 3 名も入られました。やっと私も新人か

ら抜けれそうです。3名様よろしくお願いします。 

               小出 貴博 

皆さん、久しぶりです。コロナ・コロナでほとんど 

毎日在宅。家の片づけ等することは沢山あるもので

す。休会中、一番の出来事は、4/2 に男の子と女の子

の双子の孫が産まれました。3 人の孫で、家族みん

なで助け合う大変な毎日です。幸せにすくすくと育

つことを願うばかりです。   平林 英一 

皆様、お久しぶりです。昨日、念願のビンテージバ

イクが手に入りました。手放す時は声を掛けてねと

頼んで 10 年目でした。引き渡しの日には、坂之上会

長のお店の豪華オードブルを添えて大変喜ばれまし

た。やっぱり ＷＩＮ ＷＩＮは最高です。 

               大保木 正博 

慣れ親しんだカミさんとも適度なソーシャルディス

タンスを取り、寄り添ってくれるのはペットのみ。 

新しい日常に中々馴染めない今日この頃です。 

               鶯塚 英雄 

久しぶりの例会、マスク装着し多少息苦しいにも関

わらず、またいつもと席の並びも違うというのに何

やらとても清々しい気分なのでニコニコへ 

               中田 専太郎 

皆さんのお元気そうな顔を見られて大変うれしいで

す。ところがその間私は、剱田ＧＥの下、ＤＶＤ作

ったり、ＹｏｕＴｕｂｅを上げたりと色々大変に忙

しいです。          久々野 國良 

先日は結婚記念日の花束をありがとうございました。

食卓に飾り美しさを楽しんでいます。妻と「あと 2

年で金婚式やなー」と、ため息を付きながら顔を見

合わせてました。       中田 一男 

 

妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございまし

た。               高木 純 

コロナ禍の早期終息を願ってニコニコへ。 

                 大原 誠 

例会休会に伴う例会費返金を頂いたのでニコニコへ。 

                 剱田 廣喜 

 


