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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜四つのテスト＞ 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

12月に入りました。歳を取ると 1年があっという間に過

ぎていきます。年内例年も今日を含めて後 3回です。早い

ものです。 

後程年次総会

もありますの

でどうぞよろ

しくお願い致

します。 

今月は家族月

間です。例会的

には何もしま

せんが、暮れか

ら新年にかけて色々行事がありますのでご家族で楽しい

時間をお過ごしください。 

昨日、高山調理師会の創立 60周年の記念行事がありまし

た。市民の皆さんに日頃を感謝して「まちの博物館」の前

にテントを張って振る舞い鍋をしました。色々な種類の鍋

を準備し、7種類合計 2,400食食べて頂きました。大きな

防火鍋を常時 4つ掛けていて後ろでは次を準備する段取

りで 10時半から 2時頃までにすっかりなくなりました。

ありがとうございました。 

その後の祝賀会で保健所長が師走に入るとノロウイルス

の季節ですから気を付けてくださいと、そうしたら、警察

署長が飲酒運転の季節ですからそちらも気を付けてくだ

さいと応酬し合っていました。皆さんもどうぞお気をつけ

てよい年末にしてください。 

本日の例会は高山中央未来委員会担当です。中田委員長ど

うぞよろしくお願い致します。 

高山三クラブだけでも一寸ずつ違いが出てきているよう

ですが、自分達はどのようなロータリークラブを目指すの

か皆さんで一緒に考える良い機会ですので宜しく願いし

ます。 

最後に西クラブの山下会長からお電話がありまして、当ク

ラブでは立候補しないから剱田さんを全面的に協力する

お話で、いよいよ近づいてきました。以上で会長の時間を

終わります。 

 

 

＜幹事報告＞     幹事 中田 專太郎 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・ポリオ撲滅 2014年新春チャリティコンサートご協力

のお願い 

  日 時：2014年 2月 21日（金）18：15～ 

  会 場：名古屋電気文化会館 ザ・コンサートホール 

  入場料：3500円 

○ロータリーの友事務所より 

 ・2012-13年度ロータリーの友事務所事業報告書 

 ＜ＴＮＫ東日観光(株)より＞ 

 ・2014年国際ロータリー年次大会参加者募集のご案内 

＜会報＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ  ・平塚湘南ＲＣ 

 

 

＜年次総会＞ 
 

次年度理事役員と当クラブの細則の 

一部変更が承認されました。 

 ＜次年度理事役員表＞ 

会長        永家 将嗣 

会長エレクト    大保木 正博 

副会長       新宮 一郎 

幹事        高原 清人 

会計        今井 俊治 

会場監督      渡辺 修治 

直前会長      山本 辰男 

クラブ管理運営委員会統括理事  山本 辰男 

クラブ奉仕委員会統括理事    新宮 一郎 

職業奉仕委員会統括理事     田中 雅昭 

奉仕プロジェクト委員会統括理事 伊藤 正隆 

会員基盤増強維持委員会統括理事 新井 信秀 

新世代委員会統括理事      下田 徳彦 

副幹事             坂之上 健一 

直前幹事            中田 專太郎 

 

 

  

◆会長  山本 辰男   ◆幹事  中田 専太郎   ◆会報委員長 前越 路子  ◆会報担当 今井 俊治 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

985 回 
51 名 50 名 42 名 － 84.00% 

前々回 

983 回 
51 名 50 名 44 名 0 名 88.00% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2013～2014年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」 
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＜挨拶＞  永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、只今は次期理事・役員の御承認並びに

高山中央ロータリークラブ細則の一部変更に付きまして

御承認を頂きあ

りがとうござい

ました。 

さて今年度高山

中央ロータリー

クラブは 未来

の夢計画 地区

補助金を頂き春

慶塗りマイ箸づ

くりの事業を行

いました。2630

地区の 80クラブある中で 23のエントリーのうち 21の事

業に地区補助金がでました。そしてその事業が今月のロー

タリーの友・ガバナー月信に記事として取り上げられ非常

に名誉なことだと思います。 

次年度も是非エントリーしたいと考えており金額は 30万

円の規模の事業を考えています。 

当クラブの負担は 8万～9万円の間です。 

つきましては申し込み期日が 12月と 1月の 2カ月しかあ

りませんので 皆さまの中で何か事業のご提案があれば事

務局までご連絡ください。 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 
高山中央未来委員会  中田 学 委員長 
 

アンケートの集計について 

・CLPの一部導入 

・他クラブ（高山、高山西）へアンケート依頼 

＜高山＞ 

長期計画なし、CLP予定なし 

環境保全に力を入れたい 乗鞍のふもとの保全 

先輩の築いた伝統を守りたい 

＜高山西＞ 

長期計画なし、CLP予定･･･検討中 

国際交流に力を入れる 

交換学生、台湾友好クラブ、山高インターアクト 

町家改造による老人のコミュニティ広場の創造 

未来への流れ、例会の中で･･･ 

＜中央＞ 

青少年の育成、過去の高校生 LIVや講演会 

現在行っている出前講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

もう師走です。本年をよい年とする為にあと少し頑張りた
いものです。              理事役員一同 

 

妻の誕生日に花をありがとうございました。入会して初め

ての事もあり、妻も大変喜んでおりました。 

 高橋 厚生 

 

一ヶ月半ぶりに昨日ゴルフをしました。どうなる事かと思

いましたが優勝しましたのでニコニコへ。 高木 純 

 
 
 
欠席が続き申し訳ありません。 高原 武夫 

 

「職場の教養」の冊子に、平塚湘南ＲＣの芦川浩さんの記
事と写真が掲載されていますので見て下さい。島  良明 
 

高山中央ロータリークラブ　組織表(案）

会長 クラブ管理運営委員会統括理事 前５第歴代会長 高山中央未来
直前会長 クラブ奉仕委員会統括理事 会長 創立周年
会長エレクト 職業奉仕委員会統括理事 会長エレクト
副会長 奉仕プロジェクト委員会統括理事 副会長
幹事 会員基盤増強維持委員会統括理事 幹事
会計 新世代委員会統括理事 副幹事
ＳＡＡ 副幹事 直前幹事

直前幹事

新世代委員会
青少年育成 親睦活動（友好クラブ交流） 社会奉仕 会員維持増強

会報 環境保全 会員選考/職業分類
出席/プログラム 国際奉仕
ニコニコ ロータリー財団
広報/雑誌/ＩＴ 米山奨学
ロータリー情報

会員基盤増強維持委員会

クラブ管理運営委員会

理事会

役員 理事 指名委員会

クラブ奉仕委員会 職業奉仕委員会 奉仕プロジェクト委員会


