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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜高山中央 RC 職業倫理基準＞ 

 

＜本日のビジター＞ 

高山ロータリークラブ 早川 宏治 様 

高山西ロータリークラブ 井上 正  様 

 

＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第 2630 地区 

濃飛グループガバナー補佐 上野田 隆平 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

本日は、3回目の上野田ガバナー補佐

訪問例会です。 

今年度も残すところ今月限り、1/12

ですが、宜しくお願いいたします。 

 1月の会長の時間で、小泉元首相が、

100歳を超える百寿者が日本に 5万人みえる話をいたしま

したが、元気な百寿者は、全体の 18%にすぎない。 

 先日、三浦雄一郎さんが 80歳で、エベレスト登頂に成

功したすばらしいニュースが、報道されましたが、雄一郎

さんのお父さんである敬三さんは、100歳まで元気にスキ

ーを楽しまれたそうです。健康長寿のモデルとして、三浦

親子を、沢山の医学関係者が、長寿の秘訣研究をされてい

るそうです。 

 寿命を決める遺伝的要因は、25%に過ぎず、残りの 75%

は、環境的要因であるそうです。聖路加国際病院の日野原

重明先生いわく、「食事」「運動」「生きがい」の 3要素が

長寿の 3大柱になると断言されてみえます。 

 バランスのとれた食事で咀嚼をしっかりして、無理の無

い運動を行い、やりたい仕事をみつけて、継続する事が、

健康長寿の秘訣だそうです。 

（判っているが出来ない＝不健康老人になりつつある足

立より） 

本日の会長の時間を終わります。 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 
 

◎ＲＩ本部より 

  ・ザ・ロータリーアン誌 

○高山西ロータリークラブより 

  ・休会のお知らせ 

   ６月２８日(金)定款により休会 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

  ・高山市青少年育成市民会議総会のご案内 

   日時：6月 11日(火)19:00～ 

   会場：高山市役所 4階 

  ・平成 25年度「高山市少年の主張コンクール」開催

のついて 

   日時：6月 16日(日)13:30～ 

   会場：高山市民文化会館 小ホール 

 

＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第 2630 地区 

濃飛グループガバナー補佐 上野田 隆平 様 
 
一言ご挨拶させて頂きます。本年は皆

様方に大変ご支援、お世話頂きありが

とうございました。もう少しになりま

した。ようやく終わるなぁと感じてお

ります。 

今年のガバナーは声も大きく、押しも強くという感じを受

けていましたが、公式訪問等でコミュニケーションが出来

てきますと、「ロータリーを改革しなければいけないね・

大変な状況にあるね」と言う事を共通の認識として今年皆

さんに伝えられたのではないかと思います。キーワードは

「ＣＬＰと不易流行」でした。今年一年ガバナーも頑張っ

ておられましたし、私ども自身もガバナーのお考えを皆様

にお伝えしようとしてきました。最終的に、どんな状況で

あるかと言いますと、今年度は新会員の純増５％を計画し

て来ましたが、１６０人ほどの入会が有りましたが、現時

点で１００人ほどの退会がございます。例年ですと６月末

にはもう少し退会者が出るようでございますので思った

ようにはいかないようです。来年度も加賀ガバナーは会員

増強を第一に考えておられるようですので皆様ますます

のご協力をお願いしたいと思います。 

また、ロータリー財団の補助金ですが、システムが変わり

◆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 黒地 重雄 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

966 回 
51 名 51 名 42 名 － 82.35% 

前々回 

964 回 
51 名 51 名 40 名 4 名 86.27% 

＜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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事前の計画や書類の提出が必要ですが、使い勝手が良いの

で今まで無理だったものでも使える様になってきたため、

是非、検討・申請をして頂きたいと思います。青少年の交

換学生についてですが、以前は日本から海外に行く学生が

多く、選択に苦労しようですが、今は、海外からの要望が

多いにも関わらず日本からの希望者が少ないため交換が

成り立たっていない現状ですので、是非、海外で学びたい

という高校生の方が見えましたらクラブでご尽力頂いて

スポンサーになって頂きたいと思います。そうすると海外

からも来て頂けると言う事です。 

いい面、悪い面を申し上げましたが、それぞれのクラブの

考えがあって、それぞれのクラブの伝統があって運営され

るのでありますから、地区がこうだからと一途両断と言う

訳にもいきません。温度差もありますが、ロータリークラ

ブでございますので皆で仲良く輪を広げて行こうと言う

事で来年も益々ご支援とお力添えを賜りたいと思います。

ＩＭ・地区大会・８ＲＣ合同コンペその他事業に対しまし

て多くの会員の皆様にご参加頂きました事、重ねて御礼申

し上げます。一年の感謝の意とさせて頂きたいと思います。

本当にありがとうございました。 

 
 
＜クラブアッセンブリー＞  

 

クラブ奉仕委員長 永家 将嗣 
 

「高山中央ロータリーを考える会」は

次年度・次々年度のクラブをどういう

方向に持っていけばいいのかを考え

る上で、皆さんにご意見を頂きそれを

参考にさせてもらうために行いまし

た。（3回予定 実施 1回） 

 

会議のまとめとして 

＜強み＞ 

①まとまりがあり雰囲気が良い これはサークルが充実

しているし、懇親会などの親睦を行っていることが大きな

要因。岐阜加納 RCの例（会場がグランベール岐山 柳ヶ

瀬に近いので例会が終了してから懇親会に行く 第一例

会は乾杯） 

②30代～70代と年齢構成のバランスが取れているし、年

配の人からの強制がない。 

 

＜弱み＞ 

①高山中央ロータリーとしての存在感が薄い（継続事業を

おこない高山中央 RC の色を出す 事業をメディアに流す） 

②ロータリアンとしての認識が低い（うちだけではない、

ロータリー以外でもロータリーバッジを付けていくなど

の意識を持つ……加賀ガバナーエレクト） 

 

 事業は継続しながら小さいことから積み上げて育てて

いく。 

 モチベーションを維持するためにもサークルを作る。 

 

今後ロータリーは大きく変わっていき、一つ一つのクラブ

に特徴があってユニークなクラブであることが求められ

ます。 

 

社会奉仕委員長 伊藤 正隆 
 

飛騨慈光会後援会運営委員になっています。（広報委員） 

岩垣津・永家・下田・伊藤（その年度の社会奉仕委員長） 

後援会長は、西 RCの岡田贊三さんで

す。皆様には後援会費を振込んでい

ただきありがとうございました。 

 

（約 2,600万円の寄付が集まって）

本年は、山ゆり学園・高山山ゆり園・夕陽ヶ丘・清和寮・

ゆりの子・大野山ゆり園・（障害者就労支援）ぷりずむを

見学 ⇒ 後援会だより（6号） 

11/3 中央ロータリーバンドが訪問演奏をなされました。 

・委員会 → 高山のまちの歴史に学ぶ 

 

※第 1例会 11月 26日 移動例会（飛騨高山・まちの博

物館）大石泰史氏より説明 

※第 2例会 1月 28日 田中彰様（高山市編纂委員会） 

伊能忠敬による高山近辺の測量図による考察 

 
 
職業奉仕委員長 清水 幸平 
 

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。 

 

 

活動計画及び予算 

例会名 月 日 予 算 

１．職業奉仕の理解を深める会 10月 2日 0 

２．職場訪問例会 3月 11日 10,000 

予算合計  10,000 

 

実施方法 

１.講師として剱田廣喜さんをお迎えし、職業奉仕につい

て話していただいた。 

２.打江精機様を訪問し、社長のお話を拝聴し、工場見学

をした。 

 

 

国際奉仕委員長 久々野 国良 
 

今年度は国際奉仕委員として私 

久々野、副に今井俊治さん、委員に大

原誠さんで実行させて頂きました。 

行事としては、2 月 25 日に高山市国

際交流委員の高さんに、中国の「一般

の国民から見た日本」「私から見た日本」と題してお話し

ていただきました。 

やはり、高さんのように実際に日本に来て頂いて、実際に

生活をしていただければ、お互いの本当のところが伝わり、

高さんが中国に帰られて多くの中国の方々にこの体験を

話して頂き、我々も又この高さんの卓話等を周りの人に伝

えなくてはならないと感じました。 

  

次は「カンボジアの子供たちに文房具を送ろう」という企

画でボールペンやノートを、当クラブ永家副会長によって

特定非営利活動法人 JHP・学校を作る会から「マルムカン

トボン中学校」に文房具を寄付することができ、その様子

やカンボジアの実情などを 5 月 27 日に永家副会長にお話



第 966 回 H25･6・10 

 

 

をしていただきました。そしてその中学校のセイン・ハッ

ク校長先生より「大変有りがとうございました。」との感

謝のメッセージも頂いております。 

予算としましては、 

飛騨高山国際協会 年会費 15,000円 

講師謝礼          5,000円 

の会計 20,000円の予算でした。 

 

 

ＳＡＡ長 水川 巧 
 

【基本方針】 

例会が支障なく整然と行われるように、

会場準備・監督にあたる。 

 

【活動報告】 

2班のグループ当番制により、月毎に交替して会場準備に

あたりました。グループ当番長も委員 12 名が毎月交替で

担当いたしました。 

例会場の準備を、12 時までに完了することを大前提に活

動をしてきましたが、完了予定の 12 時になっても、当番

が一人も来なかったこと、例会終了後の片付けがされない

まま当番が帰ってしまったことが、それぞれ 1回あり、大

変ご迷惑を掛けたことを反省しております。委員全員の事

情を考慮しないまま、単純にグループ割をしてしまったこ

とを反省しております。その点を次年度へしっかり申し送

りしていきます。 

 

一年間皆様のご協力に感謝申し上げます、ありがとうござ

いました。 

 

 
親睦活動委員長 長瀬 栄二郎 
 

本年度の担当例会の実施状況をご報

告申し上げます。 

 

 2012年 8月 1日「納涼家族例会」 

城山の麓、文化伝承館にて、高山市花

火大会を観賞しながら、家族例会にて楽しく親睦を深めた。 

 

 2012年 10月 22日「もみじ例会」 

貸切バスにて上高地へ。大正池にてバスを下車。梓川沿い

を徒歩にて河童橋へ。 

ホテル白樺荘にて昼食（蕎麦懐石）の後、各自自由に紅葉

の上高地を散策。 

 

 2013年 1月 7日「新年家族例会」 

新年を迎えて、参加会員は気持も新たに互いへの親睦を深

める機会とする。また、家族例会とすることで、会員家族

同士の親睦を深め、日常のロータリー活動への理解を深め

ていただく機会とする。余興を交えて、楽しいひと時とな

ることを趣旨としました。 

 

 2013年 2月 4日「節分例会」 

新会員・還暦者・年男を中心に、参加会員は飛騨総社を参

拝してお祓いをしていただく。 

その後、山陣へ移動して例会を開催し、懇親会によって親

睦を深めました。 

恒例の不用品オークションを実施しました。 

 

 2013年 5月 20日「設立記念日例会」 

はじめに認証伝達式の映像を上映のうえ、チャーターメン

バー2名に依頼のうえ、創立当時の様子を振り返り、お話

をいただく。新会員を含め、高山中央ロータリー設立の重

みを実感した。 

 

 2013年 6月 24日「お別れ例会」（予定） 

今期をしめくくる例会として移動例会を企画。今期を振り

返り、互いを労いつつ懇親を深める。 

 

 

会報委員長 坂家 賢司 
 

この一年間、会報委員会は、副委員長

に黒地さん、委員は久々野さん、渡邊

さん、剱田さん、松之木さん、三枝さ

ん、水川さん、堀口さんの 9名で担当

させて頂きました。 

皆様には例会ごとの原稿の提出、掲載写真撮影の際には大

変ステキな笑顔をありがとうございました。 

 

基本方針としまして、（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。）を実践してまいりました。 

 

活動計画としましては、 

１．会報は原則として A4 版 2頁とし、会報委員が例会ご

とに交代で作成を担当する。 

２．奉仕委員会と協力して、担当例会を企画運営する。 

 

5 月 13 日の担当例会には、高山保護区保護司会会長の松

浦武様をお招きし、題目 今を考える のご講演を頂き、

学校教育と体罰、教育改革、高齢化社会についてお話いた

だきました。 

 

以上会報委員会の報告としたします。 

ありがとうございました。 

 

予算 例会 5,000円 

会報作成企画料 40回  504,000円 

写真保存資料作成料（年間） 15,000円 

 524,000円 

 

 

出席／プログラム委員長 岡崎 壮男 
 

委員長 岡崎、副委員長 周さん、委

員に高原さん、津田さん、高殿さんの

5名です。 

基本方針は、例会出席率の向上、ロー

タリー活動の共通理解と会員相互の

交流が深まる有意義なプログラムを制作する、の 2点です。 

 

活動内容は、 

① 例会時に 5名で分担して出席報告をおこないました。 

 

② 平成 24年 8月 27日には、ガバナー補佐上野田様の卓

話及び地区の第 1 回ロータリー財団研修セミナーに

出席されました永家さんにお願いをしまして、ロータ

リー財団セミナーのご報告をしていただきました。 

 

③ 平成 24 年 12 月 17 日には、歴代会長講師例会という

ことで、冨士井さん、松之木さん、平林さんにロータ

リークラブに対する想い、思い出、良かったこと、大

切にしていること等卓話をしていただきました。 
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④ 平成 25 年 4 月 8日には、次期会長山本さんの例会と

いうことで、剱田さんよりロータリークラブの変化、

永家さんより今年度の地区の動き、足立さんより今年

度のクラブ運営で思った事、山本さんより次年度への

自分の思いについて、順次卓話をして頂きました。 

 

⑤ 次年度当初優良出席会員表彰を予定しております。 

 

 

＜6 月のお祝い＞ 

 

＜会員誕生日＞ 

田中 雅昭    Ｓ３２年 ６月２０日 

津田 久嗣    Ｓ３５年 ６月２５日 

 

＜夫人誕生日＞ 

高木 純    和代    ６月 ２日 

新宮 一郎   智子    ６月１７日 

黒地 重雄   千織    ６月１９日 

周  信夫   真奈美   ６月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜結婚記念日＞ 

田中 雅昭    Ｓ５９年 ６月 ２日 

中田 一男    Ｓ４７年 ６月 ３日 

西倉 良介    Ｓ５５年 ６月 ８日 

黒地 重雄    Ｓ４９年 ６月２０日 

仲谷 政美    Ｓ４４年 ６月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

一年間大変お世話になりました。 
 濃飛グループガバナー補佐 上野田 隆平 様 
 

本年度も残り少なくなりました。本年もお世話になりあり
がとうございました。ガバナー補佐 上野田様 ご苦労様
です。来週高山ＲＣにお見えになりますので本日は早退さ
せて頂きます。 高山ＲＣ 早川 宏治 様 

 

本日初めてメーキャップにて出席させて頂きました。井上

正と申します。昨年１０月に高山西ＲＣに入会させて頂き

ました。本日はお世話になりますがどうぞよろしくお願い

申し上げます。 高山西ＲＣ 井上 正 様 
 

上野田ガバナー補佐様 一年間ご指導いただきありがと

うございました。今後とも益々のご活躍をお祈り申し上げ

ます。高山ＲＣ 早川宏治様・高山西ＲＣ 井上正様よう

こそ高山中央へお越し下さいました。歓迎申し上げます。

理事役員一同 
 

今日は最終の上野田ガバナー補佐訪問です。ご指導よろし

くお願い致します。一昨日は、高殿なおし講演会の役員総

会に出席致しました。大盛況でした。沢山の方が期待して

います。頑張って下さい。昨日は家族で宇津江四十八滝に

九輪草を見に行って来ました。素晴らしい自然の美しさを

満喫致しました。 足立 常孝 

 

上野田ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。ご指導の程

よろしくお願い致します。 永家 将嗣 
 

ガバナー補佐 上野田隆平様・高山ＲＣ 早川宏治様・高

山西ＲＣ 井上正様のご来訪を歓迎致します。井上様には

いつもＦＢでお世話になりありがとうございます。  

今井 俊治 
 

 

 

 

 

 

 

 

高山西ＲＣ 井上正様のご来訪を歓迎致します。色々な場

でご活躍されてみえる井上さんですが、出張も多くメーキ

ャップも多いと思います。今後も高山中央へ気楽にお越し

下さい。 下田 徳彦 
 

上野田隆平ガバナー補佐、一年間ご苦労様でした。あと少

し頑張って下さい。高山ＲＣ 早川さん・高山西ＲＣ 井

上さんのご来訪を歓迎致します。 伊藤 正隆 
 

ガバナー補佐 上野田様・早川様・井上様のご来訪を歓迎

申し上げます。先週の環境保全委員会担当のクリーンセン

ター視察に参加頂きありがとうございました。新井 信秀 

 

昨日、社員が郡上へアユ釣りに行き、初物の鮎を持って来

てくれました。今年も鮎が食べられる事と夏が来た事に感

謝してニコニコへ。 島  良明 

 

三枝さん、津田さん またお世話になりますがどうかよろ

しくお願い致します。恐縮です。 中田 專太郎 

 

昨日のはぐるま会、１０位入賞しましたので。剱田 廣喜 

 

本日は都合により欠席します。また、昨日のはぐるま会で

優勝させて頂きましたのでニコニコへ。 岩本 正樹 
 

本年度、今日を含めてあと３例会です。皆でニコニコと新

年度を迎えましょう。 三枝 祥一 

 


