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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＞ 

 

＜本日のビジター紹介＞ 

  高山西ＲＣ 伊藤 健生 様 

 

＜会長の時間＞    会長 橋本 修 
 

私はラジオをよく聞いています。車で移動中、またトイレ

の中、入浴中にも寝床でも散歩中でも、３種類のラジオを

使い分けています。 

想像力を養う上では、非常に良い事だと聞いております。 

でも、時には疲れる事もあります。スポーツ番組は特にそ

うです。向かないスポーツ番組は、もちろん聞きません。

例えば、サッカー、駅伝、マラソン、今回のスキーを始め

とするオリンピックなどです。野球と相撲はＯＫです。 

やはり音楽番組が一番ですね。 

冬季オリンピックが始まりました。開会式をＬＩＶＥで見

られた方も多くいらっしゃると思いますが、感想はどうで

したでしょうか？私は、聖火点火までと思いましたが、あ

きらめて途中で寝てしまいました。踊りばかりが、いやに

長く感じました。 

競技本番は、どうでしょうか？過大な期待感を持たせるＰ

Ｒで、選手にとっては相当なプレッシャーを掛けられてい

るのではと思います。 

話題性のある人物を昨今は、オリンピック選手以外でもマ

スコミは必要以上に取り上げる感じがします。視聴率を上

げるためかと思いますが、どうかと思います。前にもお話

したかと思いますが、メダル３個が妥当ではないかと…。

スノーボードの国母君の意地に期待しましょう。 

次に、『ロータリーの友』今月号の、技稿欄に興味ある事

が載っていました。７月の新年度から、「私の好きな一字」

というコーナーを、あなたのクラブのバナーを紹介して下

さいというものに変更するという内容でした。是非応募し

なければと思いまして、独断で２６３０地区人気ナンバー

ワンのバナーを、紹介文を添えて送りました。掲載される

かどうかは分かりませんが、期待したいと思います。 

さて本日は、１００％例会として日を設けました。どんな

に魅力ある行事を企画しても、全員参加という事がなかな

か実現しません。例会なら、何とかなるのではと思いまし

た。 

今日は、出席／ニコニコ委員会と、ＳＡＡ主催のテーマに

基づきまして、皆様方の活発なご意見が出ます事を願って

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事報告＞    幹事 岩垣津 亘 
 

◎ＲＩ本部より 

・ロータリーワールド紙 

◎国際ロータリー第 2630 地区 ガバナー事務所より 

・ロータリー国際囲碁大会」の韓国開催のお知らせ 

日時：4月 17 日（土）～18 日（日） 

会場：韓国忠清北海 

清州（チョンジュ）のラマダプラザ清州ホテル 

締め切り：4月 9日（金） 

◎ロータリー米山記念奨学会より 

・第 2回総会・懇親会のご案内 

日時：7月 17 日（土）１１：００～１４：００ 

会場：上海国際会議センター 

登録料：12,000 円（懇親会参加費含む） 

 ・ハイライトよねやま１２０ 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

◆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 長瀬 栄二郎 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

827 回
49 名 45 名 45 名 － 100% 

前々回

825 回
49 名 45 名 34 名 2 名 88.00%

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
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3 月 4 日（木）１２：３０～ 

 職場訪問例会 飛騨酪農ミルクプラント  

 

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞ 

 ・人権だよりＮｏ４０ 

 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

 ・平成 21 年度高山市少年の主張コンクール作品集 

 

＜本日のプログラム＞ 

出席/ニコニコ委員会＆ＳＡＡ合同例会 

出席/ニコニコ委員長    道下 利一 

ＳＡＡ           岩本 正樹 
 

こんにちは、本日は出席ニコニコ委員会とＳＡＡの合同例

会ということで、例会運営に関する改善点・要望点を、各

テーブルでディスカッションしていただきたいと思いま

す。では、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーブルディスカッションの結果、以下のような改善すべ

き点・要望される点が指摘されました。 

 

＜改善点＞ 

・ロータリアンとしての自覚（出席・会費の支払い）を持

つ。 

・夜例会については、かえって出席率が下がる気がする。 

・週４回を、週３回～隔週（例会）にしてみてはどうか。 

・ネット例会はどうか（但し、定款の変更等が必要かもし

れない）。 

・特に不満はない。単会でのネット例会には、あまり賛成

できない。 

・毎週例会の方が、かえって予定が立てやすい（生活のリ

ズム）。 

・ツウィッターを立ち上げて活用すれば、常にロータリー

を意識出来るのではないか。 

・メイキャップの関係で、曜日設定には制約がある（月曜

日に定まった理由）。 

・ＳＡＡとして、講話者が話している時うるさければ、カ

ードを作って上げる。 

・出迎えのとき、エレベーターの下でお待ちしているが、

分散する。 

・初めての講話者に対する対応をしっかりする。 

・予算で問題が出てくれば、会場変更も考えなくてはなら

ない。 

・国府や古川のメンバーが穴場。 

・昔は、ニコニコ１人３００００円／年だった。 

・ニコニコＢＯＸを作って、月１回程度テーブルに廻すと

よい。 

・文章を読んでもらいたい人は、用紙を出す。 

・夜例会にも、ニコニコＢＯＸを出す。 

・テーブルの数だけニコニコＢＯＸを置き、発表してもら

いたければ委員会に出す。 

・夜例会は出席率が悪いので、止めた方が良い。 

・年配の方が退会されるので、退会されない様何か考えて

ほしい。 

・三大業務、例会への出席、会費の納入、ロータリーの友

購読、例会への出席が最大の業務。 

・出席の報告と、ニコニコを分けて発表するといい。 

・出席報告の後に拍手をする（９０％以上のとき）。 

・ＳＡＡは、ユーモアをまぜて指導する（マナーの悪い人

には注意する）。 

・夜例会の出席率が悪い。昼例会の方が出席率は高い。 

・夜例会の出席率を調査して、継続するかどうか検討した

方がよい。 

・講師例会を減らして会員スピーチを増やした方がよい。 

 

＜要望点＞ 

・無理とは分かっているが、例会を二週間に一度にしてほ

しい。 

・例会時の服装を、もう少しリラックスしたものにしてほ

しい。 

・食事の良し悪しの差が激しいので、もう少し何とかなら

ないか。 

・メンバーの子供達の会を作ってほしい。 

（ロータリー予備メンバーの会）→次期入会 

・夜例会は、昼の方がよい。 

・自分のネットワークを増やす。 

（１時間という時間設定は、再検討の余地ありか？） 

・会長の時間のとらえ方。 

（会長のトレーニングか、会員の為の時間を増やした方が

よいのか？） 

（ロータリーの話か、一般的な話題なのか。立場が人を創

る。） 
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 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

今年 初めてのメイクアップです。よろしくお願い致しま

す。          高山西ＲＣ 伊藤 健生 様 

 

高山西ＲＣの伊藤健生様のご来訪を歓迎申し上げます。 

理事役員一同 

 

高山西ＲＣの伊藤健生様ようこそお越し下さいました。バ

レンタイン皆様方はどうでしたか？娘にも省略され、古女

房のみと思ってましたら本日頂きました。大変嬉しく思い

ます。ポリオ撲滅募金最後のお願いです。ご協力下さい。 

橋本 修 

 

高木の純ちゃんが来ることを確信して１００％出席例会

達成！                 坂之上健一 

 

１００％出席例会を願い！祝って！！   伊藤 正隆 

 

この度の出席率１００％例会成功の栄誉に浴することが

出来まして・・・と言うか、ヒヤヒヤさせて申し訳ありま

せんでした。              中田專太郎 

 

 

 

 

妻の誕生日に花束をありがとうございました。アラフォー

ならぬアラ○○？まだまだがんばるとの事でした。 

中田 一男 

 

節分例会のオークションで出品した、唐獅子と高級茶器を

ヤフーオークションに出した所、唐獅子が 3,600 円 高級

茶器が 2,100 円で落札しました。ちなみに当クラブでは、

唐獅子は永家君が安く落としバチが当たり交通事故に逢

い、高級茶器は岩垣津君が 1,000 円で落としました。 

劔田 広喜 

 

先日のはぐるま会で初出場・初優勝してしまいました。さ

らに翌日の岐阜新聞に掲載して頂きました。島サマ様々な

プレッシャーをありがとうございました。 

中田 学 

 

先日のはぐるま会で 3位入賞しましたので・・島さんの計

らいで岐阜新聞にはぐるま会の成績が出ました。 

新宮 一郎 

 

先日のはぐるま会で賞金を頂きましたのでニコニコへ。 

岩本 正樹 

 


