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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 
＜ソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞ 

 

＜本日のビジター＞ 

    東京上野ＲＣ 松村 英郎 様 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 
 

皆様こんにちは。昨日来の大雪は久しぶりに降りましたね。

今朝は雪またじで大変だったと存じます。皆さま御苦労様

でした。 

さて、前回の新年家族例会は奥様方にも多数ご参加いただ

き、楽しい例会となりました。親睦委員会の皆様ありがと

うございました。またセブンスターの皆様にもご協力いた

だき例会を盛り上げていただき誠にありがとうございま

した。 

年末年始と宴会の機会が多く、皆様も体調の維持に気を使

っておられることと思います。私も体重管理に気を使って

います。しかし、お酒も好きな方ですし、料理も出された

ものは残さず食べてしまいます。運動をしようと思います

が何とも寒い毎日です。温かい部屋で飲んだり食ったりの

毎日です。体にいいわけがありません。男性はウエストが

85ｃｍ以上になるとメタボ体質ということです。私もつい

に 85ｃｍをオーバーしてしまいました。 

メタボリック症候群とは、内臓脂肪型肥満に高血糖、高血

圧、高脂血症などを合併した場合をいい、さまざまな病気

の原因となります。メタボリック症候群に対抗するために

は、運動と食生活を見直すことが必要だと言います。気を

つけていきたいと思います。 

ところで、高山中央 RCも今年は 20周年を迎えます。人間

に例えれば成人式です。若々しく元気一杯の時代です。今

後もクラブをより活性化し、素晴らしいクラブにしていき

たいと思います。しかしこれからは我々のクラブも壮年の

時代を迎えることになります。けっしてメタボ体質になら

ないように気をつけてクラブ運営をしていかなければな

らないと思います。 

本日の例会は中間会計報告とクラブアッセンブリーです。

今年度前半の活動を顧み、また後半の計画をしっかりと進

めていただきたいと思います。あと半年です。皆さま宜し

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事報告＞     幹事 大保木 正博 
 

◎RI本部より 

・ロータリーアン誌 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

・ロータリーレートのお知らせ 

  1月 1日から 1＄＝84円 

・第 2回地区ロータリー財団研修セミナーのご案内 

日時：2月 27日（日）13:00～ 

場所：岐阜都ホテル 
 

○国際ロータリー第 2580地区ガバナーより 

・日本ロータリー親睦ゴルフ大会  

第 22回沖縄大会のご案内 

日時：3月 14日（月）8:00スタート 

会場：琉球ゴルフ倶楽部 

登録料：15,000円 

 

 

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当 岡﨑 壮男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

866 回 
48名 47名 37名 － 78.72% 

前々回 

864 回 
48名 47名 40名 1名 87.23% 
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○高山西ロータリークラブより 

・例会休会のお知らせ 

2月 11日（金）休会（法定休日・建国記念日） 
 

○ロータリー米山記念奨学会より 

・ハイライトよねやま 130・131 
 

○鈴鹿西ロータリークラブより 

・メールアドレス変更のお知らせ 

新アドレス info@rotary-suzuka-west.org 
 

○一般社団法人 ロータリーの友事務所より   

・「任意団体ロータリーの友事務所」 清算結了の件 

・2009年度「任意団体ロータリーの友事務所」 

算概要の件 

・2009年度「一般社団法人ロータリーの友事務所」 

決算概要の件 
 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

・東欧フェアのご案内 

日時：1月 29日（土） 

場所：高山市役所 地下市民ホール 
 

＜年賀状拝受＞ 

・国際ロータリー第 2630地区ガバナー 

エレクト事務所 

・（株）オクトン 

・（有）第一工芸 

・はと観光交通（株） 

・銀風/銀風亭/銀水庵 

・斐太バス（株） 

・（株）栗本生花店 

 

＜中間会計報告＞       剱田 会計 
 

剱田廣喜会計より、中間会計報告書に基づいて平成 22 年

12月 31日現在の収入の部及び支出の部の各項目について、

丁寧、詳細に説明がなされ、その後質問もなく終了しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜クラブアッセンブリー四大奉仕委員会＞ 

 

【クラブ奉仕委員会】   

クラブ奉仕副委員長  新宮 一郎 
 

委員長が足立さん、副委員長が私新宮です。 

基本方針は、①クラブ並びにメンバ－への有益な情報

を提供する。②クラブ奉仕に所属する委員会活動を把

握しサポ－トする。の２本立てです。 

例会は 1回開催し、眠らない例会 30分知ってるつもり

ロータリ－編という事で、クイズ形式でグル－プごと

に競いあうという今までにない例会を開催いたしまし

た。 

次に、親睦活動委員会は高原委員長のもと、浴衣家族

例会、忘年例会、新年家族例会を開催しました。 

会報委員会は、今井委員長のもとホームペ－ジの更新、

会報の作成を順調に行っています。 

出席プログラム委員会は、新井委員長のもと、100%出

席例会も１回できました。 

広報雑誌委員会水川委員長、ニコニコ委員会田中委員

長のもと、それぞれ順調に活動を致しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職業奉仕委員会】 

職業奉仕委員長  山本 辰男 
 

委員長は私山本、副委員長に高木さん、委員に橋本さん、

村瀬さんです。 

基本方針は、ロ－タリ－の金看板と言われる職業奉仕の理

念をメンバ－に理解していただき、職業を通じての奉仕の

実践を広く啓発するです。 

年 4回の例会を頂きましたので、第 1回は企業訪問例会に

しました。今回は、当クラブのメンバ－でなく他のクラブ

の企業の訪問でメヂケア・ガ－デン㈱レザミひだを訪問し、

老人介護施設の見学と、職業を通じての奉仕の実践をロ－

タリアンの理事長折茂謙一さんにお聞きしました。 

第２回は、職業を通じて活躍された方のお話を聞き顕彰す

る例会(人の隠れた功績などを広く世間にほめ現す事)・現

代の名工(卓越技能士)21 年度の川原節男さんのお話を聞

きました。 

第 3回は企業後継者に、第 4回は職業奉仕に活躍された企

業に光を当てて顕彰していきたいと思います。 
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【社会奉仕委員会】   

社会奉仕委員長  永家 将嗣 
 

委員長私永家、委員坂家さん、下田さんです。 

基本方針は、環境保全委員会、新世代・青少年育成委

員会とタッグを組み地域の子供たちに夢を持ってもら

うように働きかける。 

①2010 年 7 月 2 日 国府中に出向き「出前講座」2010

年 9月 29日 北陵中に出向き「出前講座」開催いた

しました。 

RI会長賞項目 過去 12カ月間に、地元地域でロ－タ

リ－の公共イメ－ジを改善し、クラブ会員のロ－タ

リ－に対する誇りを高めるような社会奉仕プロジェ

クトの完了 10点 

②2010年 8月 30日 会員ジュニアに例会に出席して頂

き、ロ－タ－アクトクラブの提唱につなげる。 

RI 会長賞項目 現在インタ－アクトクラブかロ－タ

－アクトクラブを提唱していますか。5点 

③2010年 11月 22日 吉城山ゆり園の訪問 

環境保全委員会 委員長長瀬さん、委員津田さん、

道下さん 

基本方針 家庭と事業所におけるＣＯ2 の削減に取

り組むと共に、生物の多様性を守り、自然の恵みを

持続可能なかたちで残していけるよう環境保全活動

に取り組む。 

2010 年 10 月 12 日 飛騨高山高校環境科学科の生徒と

共に清見で植栽を行う。20周年記念委員会から 50,000

円 

RI 会長賞項目 現ロ－タリ－年度、クラブの貢献をは

っきりと公表しない他団体のプロジェクトに資金援助

をする代わりに、主にロ－タリ－の奉仕プロジェクト

に時間と資金を費やしましたか。5点 

新世代・青少年育成委員会 委員長谷口さん、委員都

竹さん、岩垣津さん 

基本方針 青少年の健全育成の一助となる活動を邁進

する。 

2010 年 9 月 6 日 ＨＣ高山 山川監督講話 激励金 

100,000円 

2010年 9月 16日～17日 平塚湘单 RCの企画「平塚市

中学校総合体育大会駅伝競走大会」に地元中山中生徒

出場 男女共参考記録ながら好成績を収める。20 周年

記念委員会から 200,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国際奉仕委員会】   

国際奉仕委員長  中田 専太郎 
 

委員長は私中田です。担当例会はまだ行っていません。予

算 75,000円のうち10,000円は高山市都市提携委員会の年

会費として、15,000 円は飛騨高山国際協会の年会費とし

て支出しております。 

ミャンマ－教育支援募金とポリオ撲滅募金を実施しまし

た。ミャンマ－教育支援募金は 2 月 21 日の担当例会のと

き募金を渡す予定です。 

6月 6日には、高山に居住している外国人を招いての例会

を予定しております。 

ロ－タリ－財団委員会及び米山奨学委員会も滞りなく活

動をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜1 月のお祝い＞ 
 

 

✿会員誕生日✿ 

今井 俊治   Ｓ３０年 １月１０日 

和田 良博   Ｓ２６年 １月１１日 

足立 常孝   Ｓ２７年 １月１５日 

周  信夫   Ｓ３８年 １月２３日 

高木 純    Ｓ３３年 １月３０日 

都竹 太志   Ｓ４０年 １月３０日 

中田 学    Ｓ３９年 １月３１日 

 

✿夫人誕生日✿ 

山本 辰男   克子   １月 ２日 

清水 幸平   洋子   １月１４日 
 

 

✿結婚記念日✿ 

剱田 廣喜   Ｓ４９年 １月２４日 

渡辺 修治   Ｓ５４年 １月２６日 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

明けましておめでとうございます。昨夕、高山に２ヶ月ぶ

りに参りまして、大雪の歓迎を受けました。今年もよろし

くお願致します。  東京上野ＲＣ   松村 英郎 様 
 

東京上野ＲＣ 松村英郎 様のご来訪を心から歓迎申し

上げます。大変な大雪ですが雪の飛騨もおつなものです。

ご堪能下さい。             理事役員一同 
 

本日は、大雪の中例会に出席頂きありがとうございます。

松村様のご来訪を歓迎申し上げます。今年もよろしくお願

致します。                清水 幸平 
 

東京上野ＲＣ 松村様ようこそ当クラブにご来訪下さい

ました。昨日からの雪かきで体がガタガタです。年ですか

ね～。                  平林 英一 

 
 

 

 

新年会等がまだまだあると思いますが、「この人は」と思

う人がありましたら当クラブに入会して頂くよう、アタッ

クして会員増強委員長の周先生を助けてあげて下さい。生

まれてはじめて「三寺参り」に行って来ました。幻想的で

感動しました。               高木 純 
 

誕生日祝いを頂きありがとうございました。 

周 信夫 
 

年がいもなく頑張った結果、昨日三女が生まれました。あ

りがとうございます。                    都竹 太志 
 

都竹太志さんの井之丸淳さん以来の快挙を祝して・・。 

久々野 国良 
 

早退させて頂きます。                    和田 良博 


