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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会長就任挨拶＞ 会長 足立 常孝 
 

皆さん、こんにちは、

22 代目の会長をお

引き受けいたしま

した足立です。 

平林直前会長まで

の 21 名の会長さん

方は、全てチャータ

ーメンバーの方々

でした。今期始めて、中途入会者が、会長を務めさせてい

ただきます。 

先日の新旧合同理事会の席上で、酒癖の悪いパーストガバ

ナー補佐が、「足立君の頭は、高く売れる。未使用で新品

に近い。」と私を称されていました。その通りの未発達の

人間ですので、何かと不手際な事が多々あると存じますが、

どうか一年間宜しくお願いいたします。 

私は、JCを卒業して、当会に入会させていただきました。

現在 60歳の還暦を迎えて、20年目の節目の歳に、会長を

お引き受けすることになりました。当クラブに 20年間も

お世話になっております。 

現在在籍されているチャーターメンバーの方は、12 名み

えます。設立 2年目で、山本さん・永田さん・私・大保木

さんと入会させていただきました。 

20 年間の間に、ロータリーの活動方針も随分変わってき

ております。当クラブもガバナー補佐が 3名・近年は、毎

年地区委員も出向しています。濃飛分区 8クラブで、会員

数も一番多いクラブです。 

未使用で未熟じ（老人のじ）のため新しい事は、できませ

んが、会長方針を、２つ経てきました。1点は、景気が混

迷している現状では、極力、特別会費を奨学に抑えて、年

会費で運営できる様に、努めていきたいと思います。（皆

様の個人負担を軽減したい） 

2点目は、「ロータリー活動の基本は、クラブ活動にある。」

と諸先輩方に教えていただきました。「クラブ活動」を最

優先に、考えたいと思っております。沢山の歴代会長さん

方に、理事就任をお願いし支えていただきます。 

会員数が豊かな今、個性の強い優秀な皆様のご指導とご協

力で、田中幹事とタッグを組んで務めさせていただきます。 

どうか宜しくお願い致します。 

 

＜幹事就任挨拶＞ 幹事 田中 雅昭 
 

今年度の幹事として、足立会長の手となり足となり、確実

なる舵取りを補佐するとともに、我中央ロータリークラブ

がワンランク上のクラブとして、この一年間の成長するこ

とに努力を惜しまず邁進してまいります。前国際ロータリ

ー会長（カルヤン・バネルジー）が申していました、「何

か成し遂げようと思うならありとあらゆる知恵を振り絞

らなければならない。それには、まず自分自身の内側から

◆会長  足立 常孝   ◆幹事  田中 雅昭   ◆会報委員長 坂家 賢司  ◆会報担当 坂家 賢司 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

929 回 
51名 51名 46名 － 90.20% 

前々回 

927 回 
52名 52名 43名 1名 84.62% 
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始めるしかない。」と

言われました。 

我々高山中央ロータ

リアンとして奉仕の

理想をより充実させ

るためにも、一人一人

の資質を高め、一歩一

歩前進してまいりましょう。 

一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 

 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

  ・ロータリーレートお知らせ 

    １ドル＝８０円 

  ・地区世界社会奉仕補助金申請・受付けのご案内 

＜一般財団法人 比国育英会バギオ基金より＞ 

  ・バギオだより 2012年７月号 

＜会報＞ 

  ・可児ＲＣ 

 

＜入会セレモニー＞ 

新会員の紹介 
内田 茂 さん 

  昭和 26年 9月 21日生まれ 

勤務先 

内田ファマシィ薬局 代表 

職業分類  医薬品販売 

 

 

 

＜役員挨拶＞ 

会長エレクト 山本 辰男 

 

今年度会長エレクトを拝命し

ました山本です。1年間よろし

くおねがいします。 

今年 1 年自分の身をスポンジ

の如くして、ロータリーの事を

吸収して、自分なりの是是非を

考えて行きたいと思います。 

クラブや会長にそっと寄り添って行きたいと思います。ど

うぞ宜しくお願いします。 

 

 

副会長 永家 将嗣 

 

皆さんこんにちは、今年度高山

中央ロータリークラブ副会長

の大役を頂き改めて責任の重

さを感じております。 

また今年度は 2 年後を意識し

ながらしっかり勉強する 1 年

にしたいと思います。 

 2012～2013 田中作次 RI 会長のロータリーのテーマ「奉

仕を通じて平和を」 

2630 地区村橋ガバナーは「不易流行」をテーマにそして

足立会長は「質素な運営豊かな奉仕」をテーマとしてあげ

られました。 

これらのテーマは何れも現在ロータリー会員の減少とい

う問題の中で、時代に合ったロータリーに変化・進化しな

ければいけないという思いがあると考えます。 

2年先を考える中で特に「未来の夢計画」の補助金構成で

ある新築補助金とグローバル補助金のうち新築補助金に

ついて勉強していき、高山中央ロータリークラブにとって

どのような長期プログラムが良いかを考える 1 年にして

いきたいと思いますので、皆さん 1年間よろしくお願いし

ます。 

 

＜出席表彰＞         ★印は連続出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21年 ★橋本 修 ・★剱田 廣喜 

★松之木映一・★三枝 祥一 

★清水 幸平 

5名 

20年 ★島 良明 １名 

19年 ★大保木正博・伊藤 正隆 2名 

15年 ★岩垣津 亘 1名 

13年 仲谷 政美 1名 

10年 冨士井忠男 1名 

9年 ★永井 信次・★今井 俊治 1名 

7年 ★田中 雅昭 1名 

6年 ★津田 久嗣・新井 信秀 

和田 良博・永家 将嗣 
4名 

4年 ★下田 徳彦 1名 

3年 ★周  信夫・★水川 巧・ 

★都竹 太志・★坂家 賢司 

谷口 欣也 

5名 

2年 平林 英一 1名 

＜出席表彰＞ ＜ニコニコ表彰＞ 
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＜ニコニコ表彰＞ 

 

1位  島   良明 

2位  平林  英一 

3位  剱田  廣喜 

4位  足立  常孝 

5位  高木   純 

5位  伊藤  正隆 

 

＜7月のお祝い＞ 

 

 

会員誕生日 

大保木正博   Ｓ３０年 ７月２７日 

夫人誕生日 

島  良明   八重子 ７月 ６日 

橋本 修    暁子  ７月１０日 

永井 信次   洋子  ７月１９日 

岩本 正樹   成美  ７月１９日 

今井 俊治   弘美  ７月２９日 

結婚記念日 

長瀬栄二郎   Ｈ１６年 ７月 ７日 

道下 利一   Ｈ ２年 ７月１４日 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

新理事役員として一年間宜しくお願いします。 

平林前会長、新宮前幹事 一年間ご苦労様でした。今年度

の理事役員に対しても何卒変わらぬご指導をよろしくお

願い申し上げます。 

足立 常孝・田中 雅昭・永家 将嗣・山本 辰男 

松之木 映一・水川 巧・平林 英一・清水 幸平 

伊藤 正隆・久々野国良・中田 学・中田 專太郎 

新宮 一郎 

 

足立会長・田中幹事そして新会員内田さん、一年間楽しく

笑顔を大切にクラブ運営・活動をよろしくお願いします。

私は久しぶりに会長幹事を見る席に付きくつろぎます。 

平林 英一 

 

一昨日、次女の結婚式が東京ニューオオタニで行われ無事

終了し昨夜高山に帰って来ました。本日は新会長としての

最初の例会を迎え血圧が上がりっぱなしの日々です。皆様

宜しくお願いします。 足立 常孝 

 

先週の最終例会ではお花をありがとうございました。皆様

のお蔭を持ちまして幹事職を無事終えることが出来まし

た。今日からは、ゆっくり昼食を食べます。足立会長・田

中幹事一年間頑張ってください。 新宮 一郎 

 

平林さん、新宮さん、ご苦労様でした。足立さん、田中さ

ん、一年間元気で頑張ってください。本日入会に内田さん

には、ロータリー活動を末永くお願いします。 

清水 幸平・新井 信秀・山本 辰男・松之木映一 

永井 信次・中田 一男・大保木正博 

 

足立会長・田中幹事いよいよ船出です。身体に留意して頑

張って下さい。7/11 の白川中での「出前講座」のＰＲを

させて頂きます。皆様一層のご協力をお願いします。 

高原 清人 

 

本日は、足立丸の出航です。無事に航海が進む様にニコニ

コへ。前年度は、ニコニコでお世話になりました。本年度

の三枝ニコニコ委員長頑張って集めて下さい。 

伊藤 正隆 

 
 
 

7月 7日(土)はイチブツグループの６０周年記念講演会が

あります。高山中央ＲＣも共催してもらっていますので会

員の皆様もご家族お揃いでご来場下さい。 島  良明 

 

結婚記念日お祝いをありがとうございました。6/8の記念

日ですがまだ使用期限は大丈夫でしょうか。使わせて頂き

ます。 西倉 良介 

 

昨日、周先生の姉上のシングルコンペ、三枝さんと伊藤さ

んと一緒に回って周先生をサポートするはずが、足を引っ

張ってしましました。雨の日は難しいです。三枝さんがニ

コニコ委員長に就任されましたのでニコニコへ。 

高木 純 

 

先週ひだホテルで飲んで、5 万円の財布を落としました。

二次会は伊藤さんにお金を借りて飲みに行きました。皆さ

ん気を付けましょう。 周 信夫 

 

カンクンより無事帰ることが出来ました。あまりにも遠い

ところで少し心配でしたが娘二人にも再会することが出

来ました。Face Bookでも会員の皆様に励まされました。

本当にありがとうございました。 中田 專太郎 

 

忘れ物も扇子ありがとうございました。 津田 久嗣 

 

早退します。 下田 徳彦 

 

健康は一番の宝です。無理せずニコニコ暮らしたいと思い

ます。 内田 茂 

 

本年度ニコニコ委員は三枝・都竹・和田・坂之上の 4名で

す。会員の皆様に決して無理強いはしませんが、良い事が

あれば是非ニコニコへ。また、良い事を聞かれましたら、

ニコニコ委員にご一報をよろしくお願いします。 

三枝 祥一 

 


