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＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一 
＜ソング＞ それでこそロータリー 
＜ビジター＆ゲスト紹介＞ 
国際ロータリー第２６３０地区  

岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 
長瀬 隆 様 

 
＜会長の時間＞ 三枝 祥一 
濃飛分区会長・幹事懇談会報告 
 
5 月 31 日可児市において本年度最後の長瀬がバナー補佐

主催の濃飛分区会長・幹事懇談会がありました。 
次年度ガバナー補佐は、美濃加茂ロータリークラブから選

出され、ＩＭ（インターシティミーティング）は、10 月

3 日（土）に開催されることが報告ありました。 
尚、2010 年～2011 年のガバナー補佐は、高山西ＲＣそし

て、2011 年～2012 年のガバナー補佐選出はわが高山中央

ＲＣの予定になっていますので、よろしくお願い致します。 
 
＜幹事報告＞ 幹事 足立 常孝 
○高山ロータリークラブより 

 ・会報 

○郡上長良川ロータリークラブより 

 ・創立30周年記念誌 

 

＜特定非営利活動法人ウエルコミュニティー飛騨より＞ 

・寄付金の御礼 

 
＜ビジタースピーチ＞ 
濃飛分区ガバナー補佐訪問 

長瀬 隆 様 
前回のＩＭに際しましては、たくさんの方々に御出席して

いただきありがとうございました。 
当日、愛煙家の皆様方には喫煙所に規制がありご迷惑をか

けました。これも時代の流れなのでしょうか、来年度のＩ

Ｍの際には会場が禁煙となるようです。どうぞご了解くだ

さい。 
私自身も今日が 7 クラブ目の訪問であと残り 1 か所とな

りました。 

本当にお世話になり、ありがとうございました。なお、ガ

バナー補佐選出につき次年度より色々ございましたが、次

期ガバナーが選出するということになりました。 
来年の今頃は再来年のガバナー補佐選出に向け準備され

たほうが良いと助言させていただきます。再来年はガバナ

ー補佐が高山中央クラブより選出されると言う事ですの

で地区大会には必ず出席させていただきます。ご支援あり

がとうございました。 
 
<クラブアッセンブリー> 
 
友好クラブ交流委員会   永家 副委員長 
 
平塚湘南クラブとの交流 
11/22 交流例会 18 名の出席 
11/23 ゴルフ組と東山の散策に分かれそれぞれ交流 
 
 
 
 
 
 
 

◆会長  三枝 祥一   ◆幹事  足立 常孝   ◆会報委員長  津田 久嗣  ◆会報担当  中田 一男  
 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

798 回 
48 名 40 名 37 名 － 92.50% 

前々回 

795 回 
48 名 40 名 32 名 7 名 95.00% 
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親睦活動委員会       道下 委員長 
 
8/11 納涼ゆかた会 美術館 
1/10 新年例会 銀水庵 
2/2 節分例会 山陣 
4/27 軽スポーツ例会 プレイビー 
5/17 新緑例会 銀風 
   ロータリーバンドへ 
 
 
 
 
 
 
 
 
広報雑誌委員会      久々野 委員長 
 
当初、会員の皆様に少しでも「ロータリーの友」を読んで

いただくためには、どうしたらいいかを考え、身近な話題

などが載れば読んでいただけるのではと考えましたが、実

際には「ロータリーの友」に記載されることはなかなか大

変なことでした。そうした時、当会で昨年８月２５日に卓

話をしていただいた島さんの関連会社の㈱アルコ工業・直

井様の「バーチャルウオーター」という卓話が１２月のロ

ータリーの友の「卓話の泉」に記載され、早速皆様にも例

会時にお伝えしたので、何年かブリにこの「ロータリーの

友」のページを開いた方もいらっしゃるかと思います。 
こうゆう事などの機会で、ロータリーの友を読む習慣を是

非、全員の方につけていただければありがたいことだと思

います。 

 
あと、広報ですが、例年の如くの高山市民時報への３クラ

ブ合同の広報活動のみではなく、何か公共的に目に付くよ

うな当会の行事などがあれば、積極的に地元報道機関に連

絡をして記事として扱ってもらおうとしておりましたが、

今年度は残念ながらあまり一般的に目立った事業が無か

ったとういか、内容的に高度化・専門的になった行事が多

かったため、地元報道機関での記事としての報道はかない

ませんでした。 次年度の委員長さんのご検討を期待して

おります。 
 
会員増強委員会        島 委員長 
 
ＲＩ会長賞の条件として、純増 1 名の為、3 人の増強、し

かしながら 2 名の退会、1 名のみの増強、一応純増 1 名と

いう条件はクリアしました。ＲＩ会長賞がんばりましょう。 
会員を誘う時のポイントとして、皆様のお手元に配った資

料を参考にしてもらいたいと思います。 

 
会報委員会         津田 委員長 
 
本年度は書面だけでなく、会員専用のホームページからも

見る事ができるようになりました。 
又、今年度から会報に掲載する講話、卓話は、皆様の報告

書面にて原稿を頂くようになり大変スムーズになりまし

た。 

 
出席ニコニコ委員会     新宮 委員長 
 
ニコニコ BOX 目標年間 80 万に対し、5 月末で 67 万と頑

張っています。もう少しで達成です。特に還暦の方々頑張

ってください。 
今回ニコニコ表彰という事で3 名から 5 名くらいの方々、

激戦となってます。ぜひ頑張ってください。 
12 月 8 日 ニコニコ担当例会という事で 
「ニコニコ笑顔で出席率アップ」 
「菜食整腸の健康法」というお話を聞かせてもらいました。 

 
会員開発委員会       清水 委員長 
 
クラブ活性化という事でコミュニケーション例会を開催

しました。 
3 月 2 日 
・クラブ会費に対しての意見 
・例会、移動例会への意見 
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・休会会員への対応 
・会員増強は会員の参加、協力にて進める 
・例会運営のあり方 

 

プログラム委員会      今井 委員長 
 
本年はプログラムの作成のみならず、4つの例会担当をし

ました。 

内容として、12月22日 クリスマス例会・・・・我がロ

ータリーバンドに出演していただき、コンサート家族例会

とさせていただきました。 

2月 9日に高山警察交通課より交通課長に来ていただき、

高山地区の交通事情等を聞きました。 

3月16日 ヒップホップ入門の催し。 

あと、今月22日 お別れ例会の予定です。 

 
職業分類会員選考委員会  高原(武) 委員長 

 

本年度はまじめな方ばかり 

中田 学さん、周 信夫さん、水川 巧さん 

問題なしという事で新会員として迎えさせていただきま

した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 本日、最終訪問です。一年間お世話になりありがとうご

ざいました。益々のご発展を祈念いたします。 
濃飛分区ガバナー補佐 長瀬 隆 様 

 
長瀬ガバナー補佐様におかれましては、昨日の濃飛分区

会長・幹事会に引き続き、本日は当クラブに最後のご来

訪頂き誠にありがとうございます。ご指導の程よろしく

お願い申し上げます。        理事役員一同 
 
長瀬ガバナー補佐、本日はご苦労様です。また、先日

は結婚記念お祝いを頂きありがとうございました。妻が

出張の時、駿河屋アスモ店で、弁当・果物など余分なも

のまで買い過ぎ、貰った以上の買い物をしてしまい高く

つきました。            松之木 映一 
 
５月１日に新会社（株）アイデア・サポート設立し、

本日で一ヶ月が経ちました。まだまだ、ドタバタの毎日

が続きますが、「軌道に乗るまでは」の一心で全力を注

いでおります。先輩方のご指導・ご鞭撻をよろしくお願

い申し上げます。           下田 徳彦 
 

 久しぶりのホーム例会出席です。でも１００％続行中。

新緑例会では、三枝 会長のジャンケンゲームに勝たせ

て頂きましたのでニコニコへ。合わせてギックリ腰が早

く治りますよう祈願して。      大保木 正博 

 
先日は、妻の誕生日にキレイな花を、また、結婚記念

お祝いを頂きありがとうございました。 
         谷腰 康夫 

 
本日発売の「得々商品券」すごい人気で売り切れだそ

うです。私は買えました。ラッキー！今後の小売業の

経済効果を期待します。        新宮 一郎 
 

久しぶりの例会出席です。津田さん色々ご迷惑お掛け

いたしました。            中田 一男 
 
「得々商品券」お買い上げありがとうございます。追

加発行ですので、長期戦を予想しておりますが、なん

と１日で完売になりました。商店街でのお買い上げを

よろしくお願い致します。 
               中田 專太郎 
 
本日、所用にて早退致します。申し訳ありません。 
                   中田 学 
 


