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＜本日のビジター＞
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山本直前会長 中田直前幹事
永家会長
高原幹事

＜会長就任挨拶＞

会長

永家

将嗣

心に響き、心に残り、そして心が熱くなる
高山中央ロータリークラブ第 24 代会長を務めさせて頂く
ことになり、改めて責任の重大さをひしひしと感じており
ます。どうぞ皆様のご協力を宜しくお願い致します。
さて今年度 RI 会長であるゲイリーC.K.ホァン氏は RI テー
マとして『LIGHT UP ROTARY～ロータリーに輝きを～』
掲げられました。これを実践するためにはロータリーの奉
仕を通じてクラブをより強化し、地域社会での存在感を高
める事が各クラブに要求されています。
具体的には RI 会長賞にチャレンジすることで、会員増
強・ロータリー財団が掲げる 6 つの重点分野(平和と紛争

予防/解決・疾病予防と治療・水と衛生・母子と健康・基
本的教育と識字率向上・経済と地域社会の発展)に関連す
る奉仕プロジェクトへの参加・そして地域の皆様にロータ
リーを知ってもらうためにロータリーデーの実施を行い
RI テーマが達成されます。
そして第 2630 地区石垣智康ガバナーは地区活動方針のテ
ーマを「耳を傾け、ロータリーに活力を」掲げられました。
これは CLP を進める中で長期計画・次の年度に確実に引き
継ぐ・全員参加で決めるなどの運営手法をとる事により、
クラブが活性化し元気になるという内容です。
以上の方針・方向性を受けて本年度の高山中央ロータリー
クラブでは次の方針で 1 年間活動していきます。
誰でも務まる会長を目指す
今までは地区研修協議会・地区大会・IM が終わり懇親会
や二次会の不足分負担を会長が持つのが恒例であったり、
また色々な会議に会長・幹事が出席するなど負担が大きか
ったと思います。今年度はそういったことは見直していき
誰でもが務まる会長を目指していきます。
RI 会長賞のチャレンジ 過去 9 回受賞
(2013～2014 を含め)
高山中央ロータリークラブは 2004～2005 年度に RI 会長賞
を受賞してから 9 回の受賞実績があり、これはとても素晴
らしいことでありロータリーアンとして誇らしいことで
す。
次年度の協議しながらの長期計画
青少年奉仕に絞りたい
長期計画を考える中で特に高山中央ロータリークラブは、
出前講座や高校生バンド・未来の夢計画地区補助金を利用
した子供たちへの伝統技術や物づくり体験、また今年度実
施される交換留学生受け入れなど背少年奉仕に実績を作
ってきました。これらの活動を見る限り今後の長期計画は
青少年奉仕に焦点を絞るべきと考えますので次年度との
協議を進めていきます。
(担当委員会は新世代 カウンセラー)
私一人くらいとえるのではなく、
私一人でも考えてもらえる環境を作る
その為には例会や奉仕活動の中で何か一つでも参考にな
る事を持って帰って頂ける運営にチャレンジする。
チームワークをよくするために「声かけ」の実践・
大きな拍手の実践にチャレンジする
そしてこれらを通して『心に響き、心に残り、そして心が
熱くなる』1 年にしていきたいと思いますので皆様のご協
力をお願いします。
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＜幹事就任挨拶＞

幹事

高原

清人

ともすれば、皆さんを置き去りに、猛ダッシュで前に突き
進むように見える会
長ではありますが、そ
の考え方、行動は「高
山中央ロータリーク
ラブの未来」のために
進むべき方向と私は
信じております。永家
会長の考え方、行動を
皆さんにより理解願
い、ご協力頂けるような潤滑剤的な役割もまた私の果たす
べき役割の一つと、考えております。
一年間、永家会長の女房役として、職責を全うすべく努力
いたしますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。
すでに、青少年育成委員会 岡崎委員長の下、
「出前講座」
in 丹生川中学校が計画されており、明日 7/8 実施の運び
となっております。
また、昨年度に続き、地区補助金を受けて実施される「親
子で体験“木製行燈”づくり」も 8/9(土)に向けて、伊藤
奉仕プロジェクト委員長を筆頭に、各小学校への募集をか
けて頂いております。
早くも、永家年度はフル活動しておりますが、これらの事
業は皆様のご理解、ご協力がなければ到底成し遂げる事が
できません。この一年高山中央 RC が一丸となって事業に
邁進できますよう、重ねてご理解、ご協力をお願い申し上
げます。

＜出席表彰＞ 前年度出席委員長

新宮

一郎

平成 25 年度(2013/7/1～2014/6/30)
出席率 100％表彰
23 年 橋本 修 剱田 廣喜
松之木 映一 三枝 祥一 清水 幸平
11 年
9年
8年
7年
6年
5年
4年
3年
1年

最多貢献度賞
内田 茂
ユーモアコメント賞 伊藤 正隆

大原

大保木 正博

今年度、会長エレクト
の大役を仰せつかりま
した大保木です。宜し
くお願いします。
副会長の席から１つ移
動するだけですが、景
色ががらりと変わるよ
と、会長の永家さんか
らお聞きしていましたが、その違いに驚いています。
大きなプレッシャーを感じていますが、会員の皆様のご協
力を頂戴して一生懸命努める所存ですので宜しくお願い
申し上げます。
今後一年間、会長エレクトとして永家会長の行動をしっか
りとみて勉強していきたいと思います。
また会長エレクトはクラブ管理運営委員長を兼ねること
となっていますので、高山中央ロータリークラブの長期計
画についても、昨年度までの流れを止めることなく、考え
ていきたいと思います。多年度で継続して事業を実施して
いくことで事業に厚みも生まれ大変効果的な活動が出来
ると考えており、大変いいことだと感じています。
ビジョンのあるところにアクション（行動）が生まれ、ア
クションがあって結果が生まれます。長期計画はこの成功
への連鎖に当てはまるものだと思います。
また、次年度に迎える創立 25 周年記念の準備も橋本実行
委員長の下協力して進めていきたいと思います。
さらにその翌年度には剱田さんのガバナー年度を迎えま
す。
大型事業が控えていますが、本番に強い中央 RC です。私
たちが持ち合わせている、相互の協調性とパッション(情
熱)をもってすれば、必ずや成功裡に実施できること間違
いなしと思います。
どうぞ一年宜しくお願い申し上げます。

＜副会長就任挨拶＞

永井 信次 今井 俊治
田中 雅昭
津田 久嗣 和田 良博 永家 将嗣
新井 信秀
下田 徳彦
周 信夫 都竹 太志 谷口 欣也
坂家 賢司
山本 辰夫
中田 專太郎

＜ニコニコ表彰＞
前年度ニコニコ委員長

＜会長エレクト就任挨拶＞

新宮

一郎

今年度副会長を就任させて頂きました。

誠
山本前会長より連絡があり迷う暇もなくお請けさせてい
ただきましたが、来年は 25 周年、再来年は剱田さんが地
区ガバナーで大変な時期に副会長という事で後になり後
悔しております。
今年度副会長はクラブ奉仕委員長を兼任します。
今年度の RI 会長の方針の中でロータリーデーの開催とポ
リオ撲滅をあげられました。
ロータリーデーを通して一般市民の方にロータリーを認
知して頂く行事の開催という事で初めての試みとして本
町通りの納涼夜市に参加し、ポリオ撲滅キャンペーンを開
催する事が決定しましたのでご協力よろしくお願い致し
ます。
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＜会計就任挨拶＞

今井

俊治

大変ユニークな会長・幹事・役員さんがみえますが、会計
の立場から一年間しっかりと数字を見ながら進めていき
たいと思いますので、会員さんの絶大な協力をお願いしま
す。

＜副幹事就任挨拶＞

坂之上

健一

先ほど、事務局の河上さんより、来年の地区協議会、地区
大会の日程が決まりましたとの報告を受けたところです
が、私の仕事は、高原幹事の不測の事態に代行する事と来
年度に向けて、幹事の仕事の勉強をしていくつもりですの
で一年間宜しくお願いします。

＜ガバナーノミニー挨拶＞

剱田

廣喜

宝くじの高額当選者の 70％は自己破産するそうです。そ
れは今まで扱ったことがない大金の正しい使い方がわか
らないからだそ
うです。
人はそれぞれ器
がありますが、
私は自分の器以
上の大きな役を
頂いたと思って
います。しかし、
ここまでご支援
して頂き背中を
絶たして頂いたと思っております。
自分の器を大きく、自分のステージを大きくし、それには
人から学んでいき、私のマインドを確立していきたいと思
っていますので宜しくお願いします。

＜7 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
大保木 正博
＜夫人誕生日＞
島
良明
橋本 修
内田 茂
永井 信次
岩本 正樹
今井 俊治
＜結婚記念日＞
長瀬 栄二郎

Ｓ３０年 ７月２７日
八重子
暁子
恵子
洋子
成美
弘美

７月 ６日
７月１０日
７月１７日
７月１９日
７月１９日
７月２９日

Ｈ１６年 ７月 ７日

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。よろしくお願いします。
高山西ＲＣ 米澤 久二

様

高山西ＲＣ 米澤久二様のご来訪を歓迎申し上げます。い
よいよ永家年度の船出です。順風満帆な航海を目指し、高
山中央ＲＣ一丸となって進んで行きたいと思いますので、
皆様の絶大なるご理解とご協力をお願い致します。
理事役員一同
高山西ＲＣ 米澤久二様ようこそお越し下さいました。早
く還暦のお祝いをしましょう。 今井 俊治 高原 清人
雨にも負けず風にも強い永家・高原丸いざ出港。一年間の
航海！！後悔残さない様頑張って下さい。松之木 映一
永家・高原丸の実りある船出に期待し、お祝いしてニコニ
コへ。
永井 信次
永家会長、
高原幹事、
他役員の皆様、一年間ご苦労様です。
よろしくお願い致します。 冨士井 忠男 三枝 祥一
永家会長はじめ役員の皆様、これからの一年間ご苦労様で
す。我々もなるべく面倒を起こさない様に努めます。
和田 良博 津田 久嗣 久々野 国良
先日の高山中央親睦ゴルフで賞金を頂きましたのでニコ
ニコへ。
岩本 正樹

永家会長、高原幹事、一年間頑張って皆を引っ張って行っ
て下さい。本年度、会報委員長を仰せつかりましたので、
皆様会報の原稿一年間よろしくお願いします。
岩垣津 亘
本年度、ニコニコ委員長を仰せつかりました。皆様ご協力
の程よろしくお願い致します。
前越 路子
昨年度は大変お世話になしました。ありがとうございまし
た。永家会長、高原幹事、ご苦労様です。
山本 辰男
一年間の幹事、本当にありがとうございました。皆様のご
協力とご声援の元無事終了することが出来ました。新しい
会長幹事をはじめ役員の皆様のご活躍を祈念申し上げま
す。
中田 專太郎
永家会長、高原幹事、一年間よろしくお願いします。斐高
野球部が念願の一勝をしましたのでニコニコへ。
堀口 裕之
７月６日家内の誕生日に花を頂きましてありがとうござ
いました。
島
良明
貴重なはぐるま会の予算を頂きお礼です。

内田 茂

初日から申し訳ありませんが早退させてもらいます。
西倉 良介

