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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 

 

＜会長の時間＞     

会長 橋本 修 
 

10/31～11/1、２日間に渡り、地区大会に参加してきまし

た１５名の皆様方の中には、それぞれのスタイルで参加さ

れ、会場に２時間滞在された方、懇親会のみで朝一番に帰

られた方、初日だけの方、又、参加したくてもインフルエ

ンザを心配し、辞退された方など、さまざまな、わがまま

を素直に受け入れ、無事終えることができました。内容に

つきましては、後程、報告されますので、私なりに感じま

した事と、私一人が体験した事を報告させていただきたい

と思います。 

まず、全体の 2日間を完璧に 100％参加しました事が初め

てでございました。スピーチの間は、目を閉じ、休憩状態

で疲れをとり、興味のあるステージはそれなりに真剣に耳

を傾けてきました。そして、皆様方のご努力により、RI

会長賞を８０クラブの中、５クラブの一つに選ばれ、登壇

し表彰を受けてまいりました。本当にありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日間の最後に、次期開催のセレモニーがございました。

高山祭をイメージした演出で、高山 RC のメンバーさん８

名がステージに上がって“おいでんさい”と来年度の心意

気を発表されました。２９名の方々が出席され、ガバナー

をかかえるクラブの大変さを垣間見る事が出来ました。 

オープニングをどうしよう、大宴会をどうしよう、小泉さ

んのギャラは、料理は一人前ずつ出したほうがよいのか、

などなど、高山 RC のメンバーさんとの話し合いの中に入

って聞かされましたが、本当に私も自分の事の様に心配し

ました。セブンスターのオープニングの話は、冗談にも出

ませんでしたが、西高校のアンサンブルの話も出ました。

いずれにしても、開催する立場になったらどうしようとい

う思いを少し持ちながら、参加させていただきました。 

二つ目の私一人が体験したという事は、初日に R財団学友

「心のしらべ」のステージの事です。 

実は、チャリティーコンサートを企画していますので、何

か参考になる事があればと思いましたので、一人残りまし

た。他のメンバーは伊勢神宮の内宮へ参拝されました。 

最後の講評にもありましたが、二人の学友の演奏には、心

に響くところがあり、涙が出てきました。 

残念ながら、うまく伝える事ができませんが、「日本の美

しさ、命と平和の尊さを歌う」というタイトルで、ソプラ

ノ歌手、下呂 RC の財団奨学生、下垣真希さんの“長崎の

鐘”の歌声は素晴らしいものがありました。機会があれば

高山の地にて歌ってもらいたいと強く思いました。 

参加されました会員の皆様方、ご苦労様でした。 

以上報告をもちまして会長の時間とさせていただきます。 

 

<本日のプログラム> 

地区大会報告 
周 信夫会員･水川 巧会員・新宮 一郎会員 

清水 幸平会員・伊藤 正隆会員・久々野 国良会員 

・１０月３１日(土)～１１月１日(日) 

三重県営サンアリーナ 

高山中央 RC は１５名の参加 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当 山本 辰男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

815 回
50 名 45 名 38 名 － 84.44%

前々回

813 回
50 名 45 名 30 名 8 名 84.44%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 

WEEKLY REPORT 
Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 
2009～2010 年度 高山中央 RC 会長テーマ 「 聞・思・修 」 

＜出席報告＞ 
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久々野 国良 会員 

１０月３１日・１１月１日の地区大会出席報告をします。 

私としては久しぶりの地区大会出席でしたが、今回はやは

り伊勢のメンバーの対応「おもてなしの心」に感激をいた

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、何を話そうかと考えてきましたが、最近、新入会員

の方もいらっしゃいますので、ベテランの方には申し訳あ

りませんが、加齢の為、忘れている方も有るかと思い、「地

区大会」と前にあった「地区協議会」のことを説明したい

と思います。 

 「地区大会」とは 交歓と、感銘深い講演、そしてクラ

ブ及び地区の業務に関する事柄の討議をすることによっ

て、その年度のプログラムを推進するために、毎年、各地

区で開かれている会合です。地区内の全ロータリアンとそ

の家族が出席できます。ということです。 

「地区協議会」は RI 規則 によりますと 地区協議会

の研修会合は、毎年、４月または５月に実施することが望

ましく、参加者は、クラブ会長エレクトおよび次ロータリ

ー年度に指導的役割を果たすように会長エレクトから任

命されたロータリー・クラブ会員とする。この会合は、RI

理事会が定めた「クラブの効率を高めるために必要な技能、

知識および意識をもつクラブ指導者を育成する」指導プロ

グラムおよび地域や地区の計画と目標を分かち合う機会

を提供するものである。（RI 規則１５．０２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008～2009年度RI会長賞受賞クラブ代表者
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<11 月のお祝い>  

 

＜会員誕生日＞ 

 

仲谷 政美   Ｓ１９年１１月 １日 

高原 清人   Ｓ３２年１１月 ２日 

橋本 修    Ｓ２３年１１月１２日 

山本 辰男   Ｓ２７年１１月２１日 

清水 幸平   Ｓ２６年１１月２６日 

 

＜夫人誕生日＞ 

都竹 太志   あやこ  １１月 ４日 

平林 英一   紀子   １１月 ６日 

村瀬 祐治   ひとみ  １１月 ８日 

高原 武夫   優子   １１月２４日 

松之木映一   洋子   １１月２６日 

岡崎 壮男   さとみ  １１月２９日 

 

 

＜結婚記念日＞ 

 

高原 清人   Ｓ５６年１１月 ２日 

加藤 盛雄   Ｓ５４年１１月 ５日 

足立 常孝   Ｓ５３年１１月 ８日 

岡崎 壮男   Ｈ ４年１１月 ８日 

村瀬 祐治   Ｓ５９年１１月１０日 

山本 辰男   Ｓ５３年１１月１４日 

島  良明   Ｓ５０年１１月１６日 

永田 富次   Ｓ４１年１１月１７日 

和田 良博   Ｓ５４年１１月１７日 

周  信夫   Ｈ ５年１１月２３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 10/31～11/1の地区大会 中々中身の充実した2日間で

した。懇親会の食事も美味しく、体重が 2キロ増えまし

た。来年は高山で行われるので、期待と楽しみだと高山

のロータリアンは思ったでしょう。 

平林 英一 

 

地区大会に於いては、橋本会長のリーダーシップ・岩垣

津さんの心配り・島さんの企画・永家さんと周さんの

並々ならぬ色々な情熱！ありがとうございました。 

久々野 国良 

 

地区大会へ参加された皆様ご苦労さまでした。会長・幹

事誠にありがとうございました。島さんには色々と企画

して頂きありがとうございました。外宮・内宮と参拝感

謝申し上げます。 

清水 幸平 

 

本日の結婚記念日ケーキありがとうございました。私の

誕生日でもありますが、家では口が裂けても言えません。

そして、頭が良くなりました 

ありがとうございました。 

高原 清人 

 

先日は地区大会ご苦労さまでした。歯科医師会の行事

があり、欠席ですいませんでした。ヤンキース優勝と松

井の活躍・巨人軍の優勝を願ってニコニコへ。 

高木 純 

 

地区大会 なかなか引き付けられる内容で良かったで

す。お疲れ様でした。 

道下 利一 

 

地区大会 楽しかったです（涙） 

周 信夫 

 

地区大会 ありがとうございました。詳しくはスピーチ

します。 

伊藤 正隆 

 

娘は書道で、飛騨市で市長賞・高山市で市長賞を受賞し

ましたが、私の親父の字にはまだまだという感じです。 

松之木映一 

 

本日 早退します。 申し訳ありません。 

永田 富次・中田 学・都竹 太志 

 


