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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理＞ 

 

  

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

大変寒い日になりました。暦どおり大寒を迎えました。鍋

に熱燗と言いますと若者は、焼酎だ、カクテルだと言いま

す。日本酒離れもかなりきているのにびっくりさせられま

す。日本料理も若者から嫌われないように勉強しなければ

と思います。 

前回の例会は親睦活

動委員の皆様のお力

で楽しく過ごさせて

頂きました。そして

セブンスターのクオ

リティーも一段と増

してすごい事になり

ました。ありがとう

ございます。 

今月はロータリー理解推進月間です。年の初めにもう一度

ロ－タリ－を正しく理解しようということです。普段、あ

まり朗誦しませんロータリーの目的とＲＩ戦略計画を読

み上げます。 

新「ロータリーの目的」 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の

理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の

各項を奨励することにある。 

第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする

こと。 

第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて

価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロ

ータリアン各自の職業を高潔なものにすること。 

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業お

よび社会生活において、日々、奉仕の理念を実践する

こと。 

第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワー

クを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。 

付記 「ロータリーの目的」の 4つの項目は、等しく重要

な意味を持ち、また同時に行動を起こさなければなら

ないものであるということで、ＲＩ理事会の意見が一

致した。 

ＲＩ戦略計画 

本質（ビジョン）、使命、中核的価値観、奉仕、親睦、

多様性、高潔性、リーダーシップ、これらの「中核的

価値観」は、すべて私たちが日常用いている「ロータ

リーの目的」と「四つのテスト」に反映されている。

ロータリーの「中核的価値観」は、人と人との関係に

おける高潔さを養い、維持していくために、「奉仕の理

想」を奨励し、育むよう、私たちを励ますものである。 

私たちは、新しいロータリーの目的のもとロータリー

の奉仕を推進し平和な世界社会の達成を望みたいです。 

 

 
 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 專太郎 
 

◎ＲＩ本部より 

 ・ザ・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＄＝102円 

 ・国際青少年交換 2014-15夏季派遣学生再募集のご案内 

 ・フィルピン被災地義援金について 

 ・2014年シドニー国際大会について 

 ・東日本震災復興基金について 

 ・ガバナー月信掲載記事協力のお願い 

 ・「ＲＩ意義ある業績賞」推薦のお知らせ 

 ・「第 15回ロータリー国際囲碁大会」のご案内 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナーエレクト事務所よ

り 

 ・次年度ＲＩテーマ発表について 

「ロータリーに輝きを」 

○ロータリーの友事務所より 

 ・「ロータリーの友」電子版のご案内 

○濃飛グループガバナー補佐より 

 ・第 3回濃飛グループ 8ＲＣ合同ゴルフコンペのご案内 

 日時：5月 17日（土）9：00スタート 

 会場：明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場 

＜ロータリー米山記念奨学会より＞ 

 ・ハイライトよねやま 166号 

＜比国育英会バギオ基金より＞ 

 ・2012年度事業報告者と基金寄付のお願い 

◆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 岡崎 壮男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

989 回 
51 名 50 名 46 名 － 92.00% 

前々回 

987 回 
51 名 50 名 44 名 3 名 94.00% 

＜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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＜（株）フジマキネクタイより＞ 

 ・2014－15年度ＲＩ会長テーマ商品の紹介  

バッジ￥300 ネクタイ￥2500  

＜会報＞ 

・平塚湘南ＲＣ 

＜賀状＞ 

 ・ガバナー事務所 ・下垣 真希 ・（株）オクトン 

 ・はと観光交通（株） 

 ・銀風  ・栗本生花店  ・斐太バス（株） 

 ・原田みこと 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

クラブアッセンブリー 

 

クラブ管理委運営委員会    

委員長 永家 将嗣 
 

委員長 永家将嗣  副委員長 久々野国良 

前半は高山市教

育委員会との会

議で｢キャリア

教育を考える

会｣を立ち上げ 3

回の委員会を開

催し「出前講座」

の協力団体にも

アプローチを行

い、1月 24日に

第 4回の委員会を開催予定 

後半は 3月 17日の担当例会で前鈴鹿市教育長の水井健次

先生にキャリア教育の実践と意義について卓話を頂く 

 

 

高山中央未来委員会 
 

年間活動計画に従って、１２月２日（月）「高山中央ＲＣ

の進む道」と題して例会を実施しました。 

高山の他２クラブが、長期的戦略に基づき、どのような方

向に進むつもりかを知るため、アンケートを取りました。

その結果、私たちの進む道をあらためて確認する機会とな

りました。 

高山クラブ→「環境保全」＊具体的な事業としては「乗鞍

の麓の高山植物を守る事業」 

西クラブ→「国際交流」＊具体的な事業としては、リンク

しないが、「町屋を再生しコミュニティを創出する事業」 

中央クラブ→「青少年育成」＊「高校生バンド」、「出前講

座」、「親子箸作り教室」のような事業を継続的に実施して

ゆく。 

 

 

創立 25 周年準備委員会 
 

10月 25日 第 1回の委員会開催  会場 山陣 

高山西 RCや高山 RC・下呂 RCその他関係者の方々に謝意

を伝える 25周年にしたい。 

全員の承認を得て全員参加の 25周年にしたい。 

後半は、より具体的に進めていく為に定期的に事務局で会

議を重ねていく。 

 

 

クラブ奉仕委員会  副委員長 新井 信秀 
 

クラブ奉仕委員会の

今後の大きな行事と

しては、本年 4月 21

日(予定)の創立 1000

回記念例会がありま

す。山本会長が大変

力を入れてみえます

ので、委員会として

も力を入れていきた

いと思います。皆さんの協力をよろしくお願いします。 

担当委員会毎の報告は以下のとおりです。 

*親睦活動委員会* 

会員相互の親睦を図り楽しいクラブ活動を目指してい

ますが、現在まで 3回の担当例会を実施しました。 

来る 2月 4日には節分例会を計画していますので多く

の参加をお願いします。オークションの品もたくさん

お願いします。 

*会報委員会* 

欠席会員にも例会の雰囲気が伝わるような会報作りに

心がけています。発表者の皆さんにはお手数ですが今

後とも原稿の提出をお願いします。 

*出席/プログラム委員会* 

ロータリー活動の共通理解と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作成に心がけています。 

新しい試みとして会員の皆さんの投票により選抜した

8名の皆さんに会員スピーチをしていただく企画を2月

から実施していきます。 

*広報/雑誌/IT委員会* 

特に委員長がフェイスブック上で広報に奮闘いただい

ています。中央ロータリーの例会は FBロータリアン交

流会を通じて広く広報されています。是非皆さんも FB

ロータリアン交流会にアップロードしてください。 

*ニコニコ委員会* 

年間目標額を 700,000円としていますが、半期を過ぎ

た現在 310,000円です。楽しかったこと、嬉しかった

こと、感動したこと等、是非折々にふれたくさんのニ

コニコをお願いします。 

*ロータリー情報委員会* 

昨年11月 6日(水)天獅子において IDMを開催しました。

新会員の高橋さんを囲みロータリーに関する知識やル

ールについて講師の方からお話をいただき参加者皆で

発表や勉強をしました。その後は美味でスタミナたっ

ぷりな食事で盛り上がりました。 

*友好クラブ委員会* 

現在のところは特に活動はありませんが、平塚湘南 RC

と共に創立 25周年記念に向けた打ち合わせの必要性や

合同親睦会開催の企画等がまとまった際には対応する

計画です。 

その節は皆さんの協力をよろしくお願いします。 

 

 

職業奉仕委員会    委員長 岩垣津 亘 
 

「職業を通じて社会

に奉仕する」の基本理

念の元、基本方針は、

会員が職業奉仕の目

的を深く認識し、職業

奉仕を実践する活動

を研究し啓発する。と

言う事です。 
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昨年 9月 19日には、白川中学校 2年生 22名の職場体験の

受け入れを会員の方に協力して頂き学校に紹介させて頂

きました。協力頂いた 7名の会員の皆様ありがとうござい

ました。 

10月 7日の担当例会は「職場訪問例会」として、会員の

大原さんの飛騨信用組合新本店に移動して店内をくまな

く案内して頂きました。オフィス棟と一般の人に開放して

ありますコミュニケーション棟とに分けられた地元に根

差した新しい形の金融機関を訪問しました。大原さん、あ

りがとうございました。2回目の 3月 3日の担当例会は只

今検討中です。 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 

委員長 坂之上 健一 
 

春慶塗マイ箸作り 〈移動例会〉  25年７月 28日 

奉仕プロジェクトの六委員会合同事業として、ロータ

リー財団地区補助金を受け「高山市教育委員会」 「高

山工業高校 」「飛騨春慶組合」の協力を得、小学校高

学年の親子を対象に飛騨の伝統工芸を体験して頂きま

した。この事業は飛騨の伝統工芸の後継者不足問題の

一助になればと計画した事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 
 

25年 9月 9日 

高山市に於ける社会奉仕の問題点と現状と題して「高

山市高年介護課長・矢島さん」を講師にお招きして、

少子高齢化の現状と対策について卓話を頂きました。 

26年 2月 24日 

「仕事と生活の調和と維持」と題して高山市より講師

をお願いし、卓話を頂く予定。 

 

 

新世代/青少年育成委員会 
 

8月 5日 

「新世代/青少年育成を考える」と題してロータリ財団

奨学生の近況を清水さんに、 「親子でマイ箸作り」 の

主旨及び概要報告を坂之上さんと村瀬さんに又、「出前

講座」について実体験をもとに下田さんにお話しをし

て頂きました。 

25年 9月 18日 

出前講座 〈高山市立宮中学校〉 

高山市立宮中学校において中央ロータリークラブが長

期的に行っている出前講座を行いました。当日は高山

ＪＣの会員と共に総勢 14名で「働く意味」「働く上で

大切な事」について卓話をして頂きました。この出前

講座は中央ロータリークラブの青少年育成事業の柱と

して行っています。 

国際奉仕委員会 
 

25年 12月 9日 

「海外交流活動について」と題して高山西高校教師

「BrailFord雅」様より卓話を頂き高校生の国際交流の

重要性などお話をして頂きました。 

26年 3月 24日 

スリランカへの医療援助「発展途上国の現状について」

高山赤十字病院の竹中勝信先生より卓話を頂く予定。 

 

 

米山奨学委員会 
 

25年 10月 28日 

日本のロータリークラブ創始者である米山梅吉氏を知

って頂くためにＤＶＤ「米山梅吉その生涯」を鑑賞し

米山記念奨学事業を会員の皆様に理解して頂き「米山

記念奨学事業の豆辞典」を会員に配布ました。 

 

 

ロータリー財団委員会 
 

ロータリー財団に対する知識や理解を深めて頂く事を主

旨とし、第 2630地区ロータリー財団資金管理小委員会の

水野英雄氏に卓話を頂きました。 

 

 

環境保全委員会 
 

26年 5月 12日 

環境への負荷軽減に取り組んでいる企業の視察を予定。 

26年 6月 9日 

環境に詳しい講師をお招きして卓話を頂く予定。 

 

 

会員基盤増強委員会   委員長 島 良明 
 

会員基盤増強/会員増強/会員選考/職業分類委員会の合同

会議を、平成 25年 12月 19日（木）18：30～ 会場：山

陣で 10名の参加を頂き開催しました。司会は下田さんで

内容の濃い会議が行われました。 

この会議で 25名の推薦者がでました。 

このうちの数名を 1月 27日の理事会に提出する予定です。 

理事会と会員の了解が得られたら「入会お誘いの書」なる

物を作成し、本人のところへ届けたいと考えています。 
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＜ロータリー財団表彰＞ 

ポール・ハリスフェロー 

 永田 富次       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中田 專太郎 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

今年は、雪は少な目ですが、－10℃を下回る日が続いてお
ります。暖をとり、物事は前向きに考え、身も心も凍りつ
かない様に頑張りましょう。       理事役員一同 

 

遅らせながら、明けましておめでとうございます。今年も

よろしくお願いします。お礼を２つ。1つは、誕生日お祝

いをありがとうございました。2つ目は、会員スピーチに

選んで頂きありがとうございました。 西倉 良介 

 

1/6の新年例会に出席できず失礼しました。改めまして会

員の皆様本年もどうぞよろしくお願い致します。 

 大原 誠 

 

1/18 一昨年に続き 2 度目の高山山ゆり学園へセブンスタ
ーで社会奉仕活動をしてきました。都合が悪く 2名が欠席、
限られたメンバーの中で苦肉の策が功を生んだ結果なの
か、新しい編成スタイルになりました。なんとか、ごまか
しごまかし終えることが出来ました。お礼の言葉に、毎年
来てほしいとの強いメッセージが入った言葉と共に心の
こもった花束を頂きました。事務局へ届けました。メンバ
ーの皆様ご苦労様でした。 橋本 修 

 

 
 

土曜日は、ロータリーバンドの皆様お疲れ様でした。山ゆ
り学園さんにはネットで義援金を振り込んでおきました。
さて、今年の年明けゴルフは最下位で始まりました。2回
目は準優勝、さらにネット販売が始まった宝くじナンバー
３に当たってしまいました。運気が上向いてきたかもなの
でニコニコへ。また、名古屋の日展に姪っ子である水野寛
奈が日本画コーナーで入選しまして展示してあります。是
非注目してみて来て下さい。 高木 純 
 

今日も一日元気でいる事に感謝して。 清水 幸平 

 

11回雫宮祭を 3月 16日（日）に開催します。高山・飛騨
活性化の為に頑張っております。協賛、担ぎ手様々な点で
ご協力下さい。お願いします。 都竹 太志 

 

新年早々早退させて頂きます。 久々野 国良 

 

 

 


