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＜点 鐘＞
会長 永家 将嗣
＜ロータリーソング＞
奉仕の理想
＜本日のビジター＞
高山西ロータリークラブ
伊藤 松寿 様
＜会長の時間＞

会長

永家

将嗣

皆さんこんにちは
7 月 8 日、丹生川中学校での出前講座には 14 名の皆さん
に参加して頂きまして、ありがとうございました。担当の
下田新世代統括理事・岡崎青少年育成委員長始め委員会の
皆さまにはご協力を頂きありがとうございました。
全体講話を村瀬さんにお願いして「キャリア教育を考える」
と題してお話を頂きました。その後 12 グループに分かれ
分科会を行いました。また今井さんには記録ということで
参加頂き、皆さんにはたいへんお世話になりました。
生徒さんの感想もとても前向きで学校側も教育委員会も
感動してみえました。
また 7 月 21 日には交換留学生を受け入れるにあたっての
勉強会をフォストファミリーの皆様向けに勉強会を行い
ます。これも中田専太郎カウンセラーに段取りをして頂い
ております。
そして 8 月に入って 2 日に「ロータリーデー」
、9 日には
行燈づくりと立て続けに事業が続きます。担当の新宮クラ
ブ奉仕委員会統括理事・伊東奉仕プロジェクト委員会統括
理事を始め担当の委員長さんや委員の皆さまにはご厄介
をかけますがよろしくお願いします。
尚、両日共に移動例会ですのでご注意してください。
このように一人では出来ないことも皆で力を合わせれば
大きな事業も動くことを実感しております。素晴らしい高
山中央のメンバーに感謝です。
ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。

＜幹事報告＞

幹事 高原

清人

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・クールビズ対応について
期間は１０月３１日まで
（但し 10 月 18 日～19 日の地区大会は上着・
ネクタイを必ず着用）
◎濃飛グループグループガバナー補佐より
・第１回ガバナー補佐訪問について
日時：7 月 28 日（月）
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
8 月 17 日（木）18：30～ 納涼浴衣例会 恵の久
8 月 14 日（木）休会 定款により
<飛騨高山高等学校より＞
・高校生のインターシップの受入協力について
＜高山青年会議所＞
・公開例会 講演会のご案内
日時：8 月 6 日（水）19：00～20：50
会場：高山グリーンホテル 1 階 城山の間
講師：二条 彪 氏
演題：「悩むな 後継者」
＜活動計画書＞
・可児ＲＣ

＜本日のプログラム＞クラブアッセンブリー
クラブ管理運営委員長
【基本方針】
高山中央未来員会・創立 25
周年実行委員会のサポート
を行い、長期事業について
考える。
クラブ細則、内規など実勢
に合っているか検討し理事
会に提案する。

山本

辰男
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クラブ奉仕委員長

新宮

一郎

親睦・会報・出席／プログラム・広報／雑誌／ＩＴ・ニコ
ニコ・ロータリー情報の６委員会の総括をさせていただき
ます。
また 6 委員会協同で、今年度の RI 会長の方針のなかのロ
ータリーデーの開催とポリオ撲滅事業を実施させていた
だきます。
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
知していただくという事で 8 月 2 日（土）に本町通り納涼
夜市に参加し、ポリオ撲滅キャンペーンを開催します。協
力よろしくお願いいたします。

【活動計画】
奉仕プロジェクト 5 委員会合同の事業として、夏休みに小
学校の親子対象に行燈作り実体験をしてもらう。
地区からの補助金を頂いて行われる事業です。当日は高山
工業高校生徒さんに協力して頂いて行われます。

会員基盤増強維持委員長

職業奉仕委員長

田中

雅昭

副委員長 冨士井忠男
委員 久々野 国良、島 良明、長瀬 栄二郎
今年度は上記の委員さんで進めてまいりますので宜しく
お願い致します。
【基本方針】
『会員が職業奉仕の目的を深く認識し、各人が心の開発を
第一主義として職業奉仕を実践し啓発する。
』です。
【活動計画】
第一回目は 10 月 6 日の例会にて地区職業奉仕委員会に依
頼して卓話を頂く予定です。また第二回目は、会員による
スピーチを（若干名）予定しております。
【予算】
\5,000 を計上しております。
基本方針を実践するために『最もよく奉仕する者、最も多
く報いられる』を常に意識し、職業奉仕の実践すなわち倫
理を追及する例会に 100%出席する事ではないでしょうか。
そして永家会長が言われている青少年奉仕に対しても、職
業を通じて青少年育成に取り組んで行けたらと思います。
その為にも世の為人の為に奉仕する心を持って職業を営
みましょう。

奉仕プロジェクト委員長

伊藤

正隆

【基本方針】
奉仕プロジェクトの 5 委員会（社会奉仕・環境保全・国際
奉仕・ロータリー財団・米山奨学）の活動を補佐し、連携
を計ります。

新井

信秀

【基本方針】
会員の増強目標値達成に向け、会員維持増強委員会及び会
員選考／職業分類委員会の連携を図る。
【活動計画】
会員維持増強委員会と会員選考／職業分類委員会の合同
で会員増強に向けての勉強会を開催する。
新会員の歓迎会を行う。

新世代委員長

下田

徳彦

【基本方針】
これまで実施してきた「出前講座」の経験を踏まえて「キ
ャリア教育を考える会」が主催する出前講座をサポートし、
高山市内全体の全中学校への実施を目指す。
また、青少年育成事業を当クラブの柱事業として広めて行
く。
【活動計画】
出前講座の開催支援
① 中山中学校
3 年生 157 名
② 丹生川中学校 2 年生・3 年生 100 名
③ 久々野中学校 全校生 105 名
④ 荘川中学校
全校生 40 名
⑤ 清見中学校
全校生 72 名
成功事例の地区への報告及びマニュアル化
交換留学生のサポート
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ＳＡＡ

渡辺

修治

【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
当たる。
【活動計画】
・例会の準備及び片付は、グループ当番制による。
・例会場の準備設営は、グループ当番全員が 11 時 50 分ま
でに集合し 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、例会終
了後お見送りする。
・ガバナー及びガバナー補佐来訪時には、役員とともにお
迎えし、例会終了後お見送りする。
（本年度ガバナー来訪は、9 月 18 日）
・移動例会の会場設営は、例会担当委員会が行うことを原
則とするが、担当委員会からの要請がある場合は協力す
る。
・会員全員の親睦が図れるよう、席は月ごとに変える。
・必要に応じ、備品整備や修繕を行う。

つまり、ロータリーの目的の達成のための一番必要なこと
が、
「維持・増強」ということになります。ということは、
まず維持すなわち退会防止ということが前提となります。
そして次が増員という事になります。
活動計画で、8 月 25 日に増強に対する皆様の考え方など
のＤＶＤ（予算 5,000 円）を見て勉強をしていただきます。
純増 2 名の目標とし、また、12 月 1 日には「新入会員」
による、
「ロータリーに入会して良かったこと」と題して、
スピーチをしていただき、推薦された皆様の自信を確信し
ていただく機会を持ちたいと計画をしておりますので、皆
様からも是非、優秀な入会候補となる方の推薦をお願いい
たします。

親睦活動委員長

創立 25 周年実行委員長

橋本

修

坂家

賢司

【基本方針】
楽しくより良い会員間の時場の提供。例会を通じて会員間
の友情を深め、自己改善を計り発想の交換をし、分かち合
いの精神、奉仕の心を育てる交流の機会を企画運営する。
【活動計画】
年間 7 回の親睦例会を開催します。

創立 25 周年を会員の皆様方全員と喜びを共有できる様に
今年は具体的に色々と進めていきたいと思います。２回の
例会日を有効に生かすべき計画中ですが、皆様方の積極的
なご意見と多大なるご理解を賜りたいと思います。又、委
員の方々とも協力し合い例会とは別に委員会を何回か企
画予定をしています。
ロータリーにとって、２５周年という大変意義ある記念日
を成功させるには、皆様方の協力なしでは出来うる事では
ありません。中央らしい記念日が向かえられる事を信じて。
今年も引き続き委員会活動を進めていきたいと思ってい
ます。

出席/プログラム委員長

会員基盤増強委員長

久々野

国良

副委員長には、中田一男さんというコンビで、委員には新
宮一郎さんを筆頭に伊藤正隆さん、都竹太志さんという心
強いメンバーで、活動をしていきたいと思います。
ロータリーの活動の目標は、職業を通じての社会奉仕とい
うわけですが、そのロータリーの規模を維持していかなけ
れば存続ができません。それには、維持と増強がなければ
存続は不可能となります。

松之木 映一

【基本方針】
ロータリーアンの基本である出席義務を確認し、例会出席
率の向上を目指す。
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を制作する。
【活動計画】
年間行事に基づくプログラム作成。
例会出席率の向上を目指し会員の出席確認をする。
欠席の場合の早期連絡を徹底。
スケジュールボードのクリーニングを行う
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ニコニコ委員長

前越

路子

本年度ニコニコ委員会の委員長を仰せつかりました前越
です。当委員会は、副委員長に平林さん委員に剱田さん高
原武夫さんという強力な布陣でまいりますので、よろしく
お願いいたします。
【基本方針】
会員、ご家族、会社など身の回りに起きた嬉しいこと、楽
しいこと、びっくりしたことショックだったことなど様々
なでき事を会員の皆様と共有し、ニコニコの精神で自発的
な寄付をしていただき、例会の中で喜びは二倍に悲しみは
半分にしていくことを目指します。
【活動計画】
① ニコニコ委員４名が、月ごとに担当する。
② ニコニコへの貢献度が高いと委員会が判断した会
員を表彰し記念品を贈呈する。
③ 年間目標額 700,000 円
④ 月別当番
前越路子 7.11.3 月
平林英一 8.12.4 月
剱田廣喜 9.1.5 月
高原武夫 10.2.6 月

＜ニコニコＢＯＸ＞
久しぶりのメーキャップです。よろしくお願いします。
高山西ＲＣ 伊藤 松寿 様
高山西ＲＣ 伊藤松寿様のご来訪を歓迎申し上げます。
7/8「出前講座 in 丹生川中」を実施致しました。参加頂い
たメンバーの皆様ありがとうございました。こうして早速
１つの事業を終了しました。この調子で無事１年が終わり
ます様に・・。
理事役員一同
7/8 の丹生川中出前講座に出席頂きました１４名の皆様
ありがとうございました。生徒も大変喜んでいました。
永家 将嗣
高山西ＲＣ 伊藤松寿様のご来訪を大歓迎申し上げます。
本年度は留学生を預かります。大先輩の伊藤様、色々と教
えて下さい。
中田 專太郎
土曜日の斐太高校野球部負けましたが、息子と娘が新聞記
事に載りましたので。
堀口 裕之
先日、丹生川中への出前講座の記事、お店の宣伝にありま
した。ありがとうございます。夏の暇な時期ありがとうご
ざいます。
山本 辰男

7/8 の出前講座 in 丹生川中学校は無事開催できました。
出席下さった皆様、本当にありがとうございました。
岡﨑 壮男
無断ではありましたが、岐阜新聞 3 面ではなく飛騨版に写
真が出ていましたので。
三枝 祥一
昨日も元気でゴルフが出来た、身体に感謝・感謝！
島
良明
高山西ＲＣ 伊藤松寿様のご来訪を歓迎申し上げます。昨
日、エレキの神様と言われる「寺内たけし」の演奏会が文
化会館大ホールであり、前から３列目で聴かせて頂きまし
た。７５歳と言う年齢を感じさせないパワーに圧倒!元気
を貰った感じです。
松之木 映一
高山西ＲＣ 伊藤松寿様のようこそおいで下さいました。
先日は妻の誕生日に花をありがとうございました。
橋本 修
高山西ＲＣ 伊藤松寿様のご来訪を歓迎申し上げます。た
まには飲みに連れてって下さい。
今井 俊治

