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54 名

53 名

43 名

－

81.13%

前々回
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◆会報担当 和田 良博
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＜点 鐘＞
会長 永家 将嗣
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜四つのテスト＞
＜本日のゲスト＞
国際青少年交換学生
ヴィクトリア・アン・マチセン

＜会長の時間＞

会長

永家

様

将嗣

皆さんこんにちは、早いもので今年も残り 1 ヶ月となりま
した。
先日お伝えしました会員の岩本さんの事故のお見舞いに、
27 日に行ってきました。顔面の陥没骨折と背骨の粉砕骨
折ということで重症ですが、手術はしない方向で治療をし
て行くそうです。思っ
たよりもお元気で今
月の下旬の退院を目
指して見えました。一
日も早く元気なお姿
で例会に参加して戴
くことを願ってやみ
ません。
この 12 月は次年度に
向けた AG 会議に続き
CC 会議なども行われ、岡田ガバナー年度が動き出してい
ます。
13 日には名鉄ニューグランドホテルにて今年度の AG・CC
会議が行われ、引き続き岡田ガバナーエレクトの壮行会が
行われます。これは岡田ガバナーエレクトが 1 月 13 日～
19 日の 7 日間アメリカに於いてロータリー国際協議会に
参加され缶詰状態で研修を受けられるのでこれを激励す
るものです。早いもので来年の今頃は当クラブの剱田さん
の壮行会があります。 そして岡田ガバナーエレクトが研
修を受け帰られて 2 月の地区研修セミナーで AG・CC に RI
会長方針などを伝え、3 月は PETS で会長エレクトの研修 4
月には地区研修協議会で各クラブの次年度役員・委員長が
研修を受け実質的に次年度が動き始めます。そんな流れで
すので本日の総会で承認されました理事役員の方々は御
理解の程をよろしくお願いします。

さて 12 月は家族月間です。これは 1995～96 年度 RI 会長
ハーバード・ブランク氏が「世界平和は地域家族から始ま
る」という考え方を表明し、国際ロータリー理事会がこれ
を承認したことに端を発しています。
この考え方は家族というのはもっとも親しい最小単位の
関係の組織です。 この組織を中心に親戚・知人などを大
きな意味での家族ととらえその輪を広げることにより、世
界の平和につなげたいという思いがこの「世界平和は地域
家族から始まる」という言葉となって表現されたようです。
ロータリーの中でも、よく「ロータリー家族」という言葉
を使いますが これは自分のクラブの会員や元会員なども
含めたその家族やインターアクト・ローターアクト・交換
留学生・米山奨学生・ロータリー財団奨学生やロータリー
にかかわりがある人が含まれます。今日 例会に参加され
ているビクトリアさんや事務局の河上さんもロータリー
家族です。そしてロータリーもまた皆様一人一人の関わり
方によって、その在り方や成果が変わってくると思います。
今年度の会長方針の中にも「私一人くらいと考えるのでは
なく、私一人でもと考えてもらえる環境を作る」という一
文を入れました。皆さんお一人お一人の思いが大きくこの
クラブを変えると思いますので引き続き皆さんのご協力
を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
・ロータリーレートのお知らせ
12 月は 1$=112 円
・ＲＩ会長ゲイリーC.K ホァンご夫妻をお迎えして
ジャパン・ロータリーデーⅡin 東京」開催のご案内
日 時：2015 年 2 月 4 日(水)14：00～19：30
会 場：ホテル グランパシフィック LE DAIBA
登録料：17,000 円
対象者：全ロータリアン・入会５年未満新会員
・ロータリーアクトクラブ例会報告
・2014 年地区研修協議会報告書
◎高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
12 月 25 日(木)18：30～ 忘年例会
角正
◎ロータリーの友事務所より
・英語版注文と掲載記事の紹介
・2013-14 年度事業報告書
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＜高山市民憲章推進協議会より＞
・歴史文化施設市民無料公開のご案内
日にち：12 月 7 日（日）のみ
＜ＪＨＰ学校をつくる会より＞
・ＪＨＰニュース 他

熊﨑 元康
新入会員熊崎です。どうしてロータリーに入っているのか
と言いますと、飲み会の度に周先生からロータリークラブ
へとのお誘いが来まして、家族が円満になるとの話も聞き
ましたので私も一生懸命参加させて頂きます。
これからは高山中央ロータリーに入会させて頂けたこと
に感謝し、誇りを持って一ロータリアンとして職業奉仕が
何か少しでも出来るよう頑張りたいと思いますので宜し
くお願い致します。

＜年次総会＞
次年度理事役員の承認
高山中央ロータリークラブ細則一部変更の承認
ＲＩ会長賞項目クリアーについての承認

＜本日のプログラム＞
会員増強維持委員会

久々野

委員長

本日は「会員増強維持委員会」の担当例会となっておりま
す。
本年度増強目標「純増３
名」は、皆様の努力によ
りまして、達成しており
ますので、本日は、新入
会員の鶯塚さんと熊﨑さ
んに、このクラブに入っ
てみて良かったことなど
の卓話をして頂きたいと思います。

≪新入会員スピーチ≫
鶯塚

秀雄

皆様こんにちは、先月もお話をさせて頂きましたがあまり
話す事ないので
すが、安心信頼活
動を頑張って行
きたい。
学校保健大会で
育児の事を育児
専門家に伺った
のですが、ロータ
リーでも育児支
援を考えたら良
いと思います。夫婦間で「ありがとう」感謝の言葉を掛け
合えば円満に行くと伺いました。

＜12 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
三浦 和美
永田 富次

Ｓ２５年１２月
Ｓ１３年１２月

＜夫人誕生日＞
中田 專太郎
渡辺 修治
下田 徳彦
津田 久嗣
大保木正博

和子
珠恵
尚子
恵美子
須美代

＜結婚記念日＞
高殿 尚

Ｈ１５年１２月

１日
７日

１２月 ９日
１２月１４日
１２月１６日
１２月１９日
１２月２３日

６日

＜ニコニコＢＯＸ＞
いよいよ師走に入りました。会員の皆様も気持ち的に慌た
だしい事とは思いますが健康に留意され残り一ヶ月乗り
切りましょう。
理事役員一同
一ヶ月ぶりのホーム例会です。やっぱり落ち着きます。先
般、加賀直前ガバナーとの勉強会でも苗字を褒められまし
た。苗字に誇りを！身体に自信を！
大保木 正博
11/26 妻の誕生日に綺麗な花をありがとうございました。
現在、ギャラリー松華堂で、12/8 まで久々野の中島玲子
さんの油絵展を開催しています。是非御高覧下さい。
松之木 映一

11/7 の例会はＳＡＡ当番長でしたが、欠席し渡辺さんに
お願いしました。ありがとうございました。11 月は我々
夫婦の 43 周年を記念して小旅行に、昨日の孫の七五三を
含め 3 回のお祝い事でとても忙しい 11 月でした。
中田 一男
ニコニコ当番を変わって頂き剱田さんありがとうござい
ます。岩本君が元気で良かったです。
平林 英一

