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●点 鐘 

●ロータリーソング    

●高山中央ロータリークラブ 職業倫理基準 

●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。

本日は今期最後の例

会となります。私の

会長の時間も最後の

時間となります。 

この一年間を振り返

ると、昨年の今頃は

いよいよ会長年度が

始まるとゆう事で大

分気合が入っていた

と思います。 

 

そして会長・幹事の最初の仕事として三重県の

「地区協議会」へ会員の皆さんと参加したこと

に始まり、クラブの大きな事業として最初に行

った地区補助金を受けての「親子体験教室」、そ

れから「三クラブ合同例会」・「濃飛グループの

インターシティーミーティング」・「地区大会」

と、この一年間は色々な場面で会長としてひた

すら挨拶をしてきたように思います。 

又、なんといっても今年に入ってから「新型コ

ロナウィルス感染」問題が一番大きな事として

ありました。忘れることの出来ない記憶に残る

一年だったと思います。 

しかし、さまざまな行事や問題をスムーズにク

リアできたのも堀口幹事の大きな助けによる

ものと大変感謝をしております。 

又、理事役員の皆様にもずいぶんと助けられた

一年でした。 

会長にならなくては経験のできなかった数々

の事が私にとってステップアップできた年で

した、これもひとえに皆様の協力があっての事

と深く感謝いたしております。 

ありがとうございました。 

高山中央ロータリークラブは、いざという時は

一致団結し纏まりのある素晴らしいクラブだ

と実感できた一年でした。 

最後に、高山中央ロータリークラブが益々発展

致します事を記念いたしました、私の最後の挨

拶といたします。 

皆様、この一年間本当に有難うございました。 
 
●幹事退任あいさつ/幹事報告     

幹事 堀口 裕之 
今年度の最終例会

にあたり一言ご挨拶
とお礼を申し上げさ
せていただきます。 

昨年4月14日の
地区研修協議会に始
まり例会のみならず
地区大会などの様々
なロータリー活動に
おいて未熟な幹事を
お支えいただき誠に
ありがとうございま
した。 
おかげ様をもちまし

て今年度は３クラブ合同例会の幹事や濃飛グ
ループ IM の幹事なども無事努める事ができま
した。 
 3 月からは新型コロナウィルス感染症
（COVID-19）の流行によるコロナ禍によってむ
ずかしいクラブ運営を求められましたが、無事
再開してこうして最終例会を開くことができ
ました。 
会員の笑顔のために一年間クラブに尽くそう
と決心して役につとめた幹事といたしまして
は皆様の笑顔が最高の褒美でございます。 
一年間本当にありがとうございました。 

◆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 井之下 雄志 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1240 回 
58 名 57 名 48 名 － 84.21% 

前々回 

1238 回 
58 名 57 名 48 名 1 名 87.72% 
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●会長エレクトの時間 

          次期会長 村瀬祐治 

高山中央ロータリー

クラブの創立30周年

という節目の年にク

ラブ会長に就任させ

て頂きます。また、剱

田廣喜さんが 2 度目

のガバナーに就任さ

れ 当クラブとして

は地区大会にメンバ

ーが一丸となって支

援し盛大に開催しな

ければならないと思っております。 

◎例会年間計画について 

 配布資料のように計画いたしました。次期は濃飛

グループの会議・高山３クラブ合同例会・「親子体

験教室」コロナウィルス感染防止のため中止となり

ました。年間 40 例会開催予定です。 

◎委員会配置 

 地区幹事・地区出向者・創立 30 周年記念事業へ

たくさんのメンバーの配置のため、委員会を統合し

て 15 委員会といたしました。１人２役が原則で

す。 

◎創立 30 周年記念事業について 

①ミャンマー タニベ村 に小学校を建てる 

②不登校施設「であい塾」 先生と学習交流が 

できるタブレットと通信施設整備をいたします。 

9 月には教育委員会より卓話にみえます。 

◎例会のメイクアップについて 

例会を休んでも 出席補正として 他の例会に 

出席する、地区事業に出席するなどで出席補正を 

前後 2週間のうちに参加いたせばメイクアップ 

されます。今期は、高山中央ロータリークラブ 

の８事業をメイクアップ対象とさせて頂きました。

（理事会承認） 

メイクアップカードに記入して申請ください。 

◎例会にはマスク着用で出席してください。 

（フェースシールドでも良い） 

食事は蓋付き、ペットボトルでお願いしたいできる

限り拡散防止の対策をして例会開催いたします。 

◎例会に来ても 3 密・ソーシャルディスタンス 

を保つため メンバー同士が語らい話すことがで

きにくい そこで メンバーが職業奉仕について

お話していただく時間を増やしていきます。 

◎理事会報告 

たくさんのことが理事会で決めて運営されて

おります。議事内容を 定款にもとづきメンバ

ーに FAX 報告いたします。 

◎内規 第 4条 特別会員について 理事会に

て承認 

特別委員の年会費は、会員の運営負担金相当分

の 80,000 円とする。 

 但し 親子会員の場合は 60,000 円とする。 

 

 

＜ニコニコ BOX＞ 
会員の皆様、一年間ありがとうございました。皆様にご

協力を頂き無事会長職を務めることが出来ました。ま

た、会長でなくては出来ない経験も数々させて頂き私に

とっても良い一年となりました。本当にありがございま

した。              坂之上 健一 

 
つたない幹事で申し訳ありませんでした。一年間ありがと

うございました          堀口 裕之 

 
本日は「会長エレクトの時間」よろしくお願いします。       

村瀬 祐治 

 
高山への新型コロナウィルス感染拡大予防の為、4/16 か

ら２ヶ月半ホテルの宿泊部門を休館していましたが、7/1

より営業再開します。この間、皆様にはご迷惑をお掛けし

ました。感染予防対策を引き続き行いホテル営業をして行

きますので今後も変わらずご利用お願いします。現在、高

山市内宿宿泊利用料割引が高山市からありますのでよろ

しければご利用下さい。     井之下 雄志 

 
昨日のゴルフコンペで優勝させて頂きました。優しい同伴

者の周さん・剱田さんありがとうございました。また、坂

之上会長・堀口幹事さん一年間ご苦労様でした。 

                         足立 常孝 

 
昨日の父の日に、長男夫婦から北海道のバターサンド、次

男夫婦からはお花が贈られてきました。おいしい花なのか

猫のタローちゃんがパクパク食べてしまいましたのでニ

コニコへ。          高木 純 

             
息子や娘・孫たちから父の日にプレゼントをもらいました。

それを見た妻が「私から」とプレゼントを差し出したのを

見て、今日の良い天気に雪が降るのではないかと空を見て

しまいました。みんなに感謝して。 

               松之木 映一 

 
いつもありがとうございます。促されて・・。 

               益田 大輔 

 

足りないと言う事で少しですが・・。  

内田 茂 

 
今年度もありがとうございました。新年度もよろしくお願

いします。              長瀬 栄二郎 

 

昨日はいいことがありましたので。 剱田 廣喜 

 
コロナであっと言う間の一年でした。会長・幹事さん 

苦労様でした。打ち上げできないのは残念ですね。 

           平林 英一 

 
会長・幹事さん、例年とは違う色々あった一年間ご苦労様

でした。  

岩垣津 亘 田中 雅昭  

山本 辰男 大保木 正博 小出 貴博 


