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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 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

「こんにちは、」 

11 日の第 2 回目出前講座・白川中学校に参加いただいた

皆様、有難うございました。国府中と白川中を比較して、

学校方針なのか、地域的な風土なのかわかりませんが、生

徒さんの「将来の夢・郷土への思い入れ」が、随分、異な

っている事に驚きました。 

 第 3回が、9月 26日に、北稜中で開催されます。何卒、

最後の出前講座ですので、沢山の皆様の参加協力をお願い

致します。 

「私は、会長就任あいさ

つで、20年間当クラブに

お世話になっておりま

す。」と申し上げました。

永いようで、早い 20 年

間でした。 

 当時の会員の平均年

齢は、47 歳（私は、40

歳でしたから）平均年齢

より 7歳若かった。現在

の当クラブの平均年齢は、57 歳です。平均年齢より 3 歳

オーバーしております。このクラブが 22年経過して平均

年齢が、10 歳高くなりました。約 20年で 10歳年をとっ

た事になります。という事は、「1 年に 0.5 歳しか老化し

ていないクラブなんだな」と思います。 

「私は、クラブ活動を最優先に 1年間、運営をします。」

と申し上げましたが、ロータリーの魅力は、例会に参加し

て会員交流を重ね、ここが職業に精を出し利益を上げる憩

いの場だと思います。 

57 歳以上の会員さん方は、若い会員さんから、エネルギ

ーをいただき、57 歳以下の会員さん方は、先輩会員から

いろいろな経験談を頂き、全会員が、個々のビタミン補強

になる例会であればと思っております。今週は、クラブア

ッセンブリーです。宜しくお願い致します。 

 

＜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 

・「2013ロータリー世界平和フォーラム」参加のお願い 

日にち：2013年 5月 17日（金）～18日（土） 

会 場：広島国際会議場及びＡＮＡクラウンプラザホ

テル広島にて 

・2012-2013 年度国際ロータリー第 2630 地区大会のお知

らせ 

 日にち：１０月２７日（土）～２８日（日） 

 会 場：大垣フォーラムホテル 

 登録料：１０,０００円 

 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま１４８号 

 

○高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  ８月 ２日（木）１８：３０～ 納涼ゆかた例会 

 納涼ゆかた例会 恵の久 

  ８月１６日（木）休会  定款により 

  ８月２３日（木）１９：００～ 夜例会 

 

○高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  ８月１０日（金）１８：３０～ 納涼ゆかた例会 

 飛騨総社 

  ８月１７日（金）休会 定款により 

 

＜活動計画書＞ 

・美濃加茂ＲＣ  ・可茂ＲＣ 

 

＜会報＞ 

・高山ＲＣ  ・美濃加茂ＲＣ  ・可茂ＲＣ 

  

◆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 久々野 国良 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

931 回 
51名 51名 47名 － 92.16% 

前々回 

929 回 
51名 51名 46名 1名 90.20% 

＜出席報告＞ 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/ 
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＜クラブアッセンブリー＞ 

 

職業奉仕委員長 清水 幸平 

 

 

 

 

副委員長：谷口 欣也 

委  員：長瀬栄二郎 

[ 基本方針 ] 

職業奉仕への理解を深め、職業を通じての奉仕の実践を啓

発する。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 10月 1日(月) 

 職業奉仕の理解を深める例会 

  講師：剱田 廣喜 会員 

・平成 25年 3月 11日(月) 

 職業奉仕の実践を啓発する例会 職場訪問 

[ 予算合計 ] ￥10,000 

 

 

社会奉仕委員長 伊藤 正隆 

 

 

 

 

副委員長：新宮 一郎 

委  員：高原 武夫 

村瀬 祐治 

[ 基本方針 ] 

新世代/青少年育成委員会・環境保全委員会と連携し、地

域の青少年に「夢」を伝える「出前講座」を全面的にバッ

クアップする。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 11月 26日(月) 

 社会奉仕の観点から、環境保全に取り組む企業もしくは

自治体の状況の把握の為の例会(1回目) 

・平成 25年 1月 28日(月) 

社会奉仕の観点から、環境保全に取り組む企業もしく

は自治体の状況の把握の為の例会(2回目) 

 [ 予算合計 ] ￥25,000 

 

 

国際奉仕委員長 久々野 国良 

 

 

 

副委員長：今井 俊治 

委  員：大原  誠 

[ 基本方針 ] 

国際理解・親善・平和を推進する。 

[ 活動計画 ] 

・平成 25年 2月 25日(月) 

 国際奉仕を考える例会 

・平成 25年 5月 13日(月) 

 国際理解を深める講師例会 

[ 予算合計 ] ￥20,000 

 

 

ＳＡＡ 水川 巧 

 

 

 

 

副委員長：道下 利一 

委  員：清水 幸平 

大保木正博 

中田  学、 

     岩本 正樹、谷口 欣也、都竹 太志 

     黒地 重雄、大原  誠、前越 路子 

     内田  茂 

[ 基本方針 ] 

例会に支障がなく整然と行われるように、会場準備・監督

に当たる。 

[ 活動計画 ] 

・例会の準備及び片づけは、グループ当番制による。 

・例会場の準備設営は、当番が 11時 50分に集合し 12時

までに完了する。 

・会場準備完了後、受付にてビジターをお迎えし席まで案

内する。 

・ガバナー及びガバナー補佐来訪時は、役員と共にお迎え

し、例会修了後お見送りをする。 

・移動例会の会場設営は、例会担当委員会と打ち合わせの

上、グループリーダーが責任を持って行う。 

・クールビズ対応は、原則 7月 1日～9月末までとする。 

・席は月ごとに変え会員全員の親睦が図れるようにする。 

・必要に応じ、備品整備や修繕を行う。 

[ 予算合計 ] ￥10,000 

 

 

出席/プログラム委員長 岡崎 壮男 

 

 

 

 

副委員長：周  信夫 

委  員：高原 清人 

津田 久嗣 

高殿 尚 

[ 基本方針 ] 

1.基本となる例会出席率の向上を目指す。 

2.ロータリー活動の共通理解を会員相互の交流を深めら

れるような有意義なプログラムを制作する。 

[ 活動計画 ] 

・通年 

 年間行事に基づくプログラム作成及び例会出席確認 

・平成 24年 8月 27日(月) 

講師例会(ガバナー補佐) 

・平成 24年 12月 17日(月) 

講師例会(歴代代表) 

・平成 25年 4月 6日(月) 

次年度事業計画例会 

・次年度当初 

 優良出席会員表彰 

 [ 予算合計 ] ￥43,000 
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ニコニコ委員長 三枝 祥一 

 

 

 

 

副委員長：都竹 太志 

委  員：和田 良博 

坂之上 健一 

[ 基本方針 ] 

会員のお祝い事を取り上げ、積極的に参加を促し、例会を

和やかに盛り上げロータリー活動に役立てる。 

[ 活動計画 ] 

ニコニコ会員 4名にて月ごとに当番割をする。 

[ 年間目標 ] 700,000円 

 

 

会報委員長 坂家 賢司 

 

 

 

 

副委員長：黒地 重雄 

委  員：久々野国良 

渡辺 修治 

剱田 廣喜 

     松之木映一、水川  巧、堀口 裕之 

[ 基本方針 ] 

各会員が親しみを持ち、例会内容を再確認でき、会員相互

のコミュニケーションに役立つ会報作りを目指す。 

[ 活動計画 ] 

会報は原則としてＡ4版 2頁とし、会報委員が例会ごとに

交替で作成を担当する。 

クラブ奉仕委員会と協力して、担当例会を企画運営する。 

・平成 25年 5月 27日(月) 

 担当例会 

 [ 予算合計 ] 

￥524,000 

 

 

親睦活動委員長 長瀬 栄二郎 

 

 

 

 

副委員長：岩垣津 亘 

委  員：中谷 政美 

冨士井忠男 

伊藤 正隆 

     今井 俊治、新井 信秀、高木  純 

     道下 利一、周  信夫、西倉 良介 

     内田  茂 

[ 基本方針 ] 

会員間のコミュニケーションを図り、楽しいクラブ活動を

目指した企画運営をとする。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 8月 1日(水) 

 納涼家族例会：高山文化伝承館(花火大会) 

・平成 24年 10月 21日(日) 

 もみじ例会：上高地 

・平成 25年 1月 7日(月) 

 新年家族例会：ひだホテルプラザ 

・平成 25年 2月 4日(月) 

 節分例会：飛騨総社＆山陣 

・平成 25年 6月 24日(土) 

 年度末慰労例会：銀風 

 [ 予算合計 ] 

￥750,000 

 

 

環境保全委員長 新井 信秀 

 

 

 

 

副委員長：中田 一男 

委  員：岩垣津 亘 

[ 基本方針 ] 

環境への負荷をできる限り低減し、資源、エネルギーの再

生と効率化をはじめとする循環型の環境にやさしい持続

可能な社会づくりを目指して環境資源の保全に努める。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 12月 3日(月) 

 高山市では、本年度より新しい環境政策部が設けられて

います。 

今後の市における環境政策の取組とその課題について

担当部の方に講話を頂く。 

・平成 25年 6月 3日(月) 

 市民の終末処理場施設 下水道センターを訪問 

[ 予算合計 ] 

￥10,000 

 

 

広報/雑誌/ＩＴ委員長 大保木 正博 

 

 

 

 

 

副委員長：渡辺 修治 

委  員：永田 富次 

高木  純 

[ 基本方針 ] 

会員に「ロータリーの友」をより多く読んで頂けるよう記

事の紹介や関連した情報の提供を行うと共に、地域社会に

おけるロータリーの認知度並びに公的イメージの向上を

目指し、加えて高山中央ロータリークラブの活動が広く認

識されるように広報活動を展開する。その手段としてホー

ムページやソーシャルメディアを積極的に活用する。 

[ 活動計画 ] 

「ロータリーの友」精読の奨励と記事を紹介する。 

当クラブの活動状況を高山市民時報に掲載するほか、「ロ

ータリーの友」「ガバナー月信」「ホームページ」「Facebook」

に投稿、配信する。 

・平成 25年 2月中旬 

 高山市 3RC 合同で高山市民時報紙にロータリー特集号

を掲載 

・平成 25年 4月 1日(月) 

 担当例会卓話  

[ 予算合計 ] 

￥57,000 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

７月１１日の「出前講座」ｉｎ 白川中学校には、大勢の
メンバーの方にご参加頂きありがとうございました。また、
９月２６日は北稜中学校です。是非参加頂きます様ご案内
申し上げます。感謝とお願いを込めてニコニコへ。 

高原 清人 
 
忘れた頃に新聞に出ました。宣伝をして頂きありがとうご
ざいました。 山本 辰男 
 
７月１５日から１６日、今年も富士山へ行って来ました。
１０年連続、１０回目です。健康に感謝してニコニコへ。
 島  良明 

 
 
 
本日、中３の娘の中体連飛騨地区大会の観戦のため早退し
ます。 谷口 欣也 
 
８/１本町納涼夜市で、納涼例会欠席です。焼き鳥売って
いますので寄って下さい。 新宮 一郎 
 
本日、早退します。 
 冨士井 忠男・剱田 廣喜・三枝 祥一 
 


