第 1027 回 H26･12・8
Ｒ．Ｉ．第２６３０地区

高山中央ロータリークラブ

WEEKLY REPORT
2014～2015 年度 高山中央 RC 会長テーマ

「心に響き 心に残り そして心が熱くなる」
◆会長

永家 将嗣

◆幹事

高原 清人

◆会報委員長 岩垣津 亘

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

＜出席報告＞

高山市本町１－２
飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488

◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

◆会報担当 中田 專太郎

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
1027 回

54 名

53 名

42 名

－

79.25%

前々回
1025 回

54 名

53 名

41 名

7名

90.57%

http://www.takayamacrc.jp/

＜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
＜本日のビジター＞
高山西ロータリークラブ
小森

＜会長の時間＞

会長

丈一 様

永家

将嗣

皆さんこんにちは、昨日は家族スナップ写真展と家庭の日
図画展の表彰式があり、高山中央ロータリー特別賞の表彰
状授与に参加してきました。これは高山青少年育成市民会
議が主催していてこの他にボーイスカウトの指導者によ
る野外体験や青年の主張などの活動を行っています。高山
中央ロータリーはこれらの事業の後援をしている関係で
会場準備や表彰式など会長が参加しています。これも青少
年奉仕に力を入れている当クラブらしい活動だと思って
おります。
また 4 日には今年の節分例会にビジターとして参加され
たオーダン マルシェド ヨーロッパ RC のレアージュクリ
ストフさんが訪問され剱田さんビクトリアさん中田専太
郎さんとで対応させて頂きました。
さて先週は会員増強維持委員会の担当例会でしたが年次
総会で時間がありませんでしたので 6 月 14 日に開催され
た会員基盤・増強維持研修セミナーのお話をさせて頂きま
す。
【鈴鹿 RC】
昨年度 16 名の入会純増 13 名 女性含む 29 歳～58 歳（平
均年齢 42.3 歳）増強卓話を年 6 回行っている 会員に自
己環境表(友人知人名簿)を出してもらう
会員の意識を高めるためにオープン例会を開催している
（25 名参加で 3 名の入会）
地域社会にアピールする為に「奉仕」の写真展を行ってい
る。
新会員のスピーチでは入会の感想・入会前のイメージ・ど
うしたら入ってくれるかなどを話してもらう。新会員の歓
迎会を行う。入会 3 年未満は会員の勉強会を行う。例会進
行を新しい会員にやって貰う。
【大垣 RC】
昨年度 9 名の入会 期末には 6 名の入会が決定

JC・YG のメンバーや現会員の 2 世 3 世に声をかけてその
中で 10 名位リストアップ。
クラブの中で 30 年代でサーティーズというチームを作り
ワイン会や日本酒会など夜の親睦を行っている。欠席しが
ちな人には声かけを行っている。
【津南 RC】
会員増強を例会でお願いしている。
入会に向けた前向きな行動が大切で、問題があった時には
一つ一つ問題を潰していく。
会員の人達が入会して今どのように感じているのか、クラ
ブの活動についてどのように思っているのかを聞きとる。
1～3 年・3～10 年・10 年以上の 3 つに分けて、1/3 のメン
バーが提出。
クラブは楽しく和やかな雰囲気があり、しかしルールはキ
ッチリ守られている。
クラブ内での派閥は作らないことが大事。
【岐阜エトス RC】
昨年度 13 名の入会。例会を活性化し異業種交流を行って
いる。
【岐阜城 RC】
20 周年に 20 名プラス 5 名を目標に運動し 23 名の入会、
内 1 名が女性会員。
20 周年という活気のある時期に入って貰う。通常入会金
20 万円だがこのときは 5 万円にした。
例会に参加してもらい卓話をお願いした（１０名中３名の
入会）
【田中 作次 RI パスト会長】
チャレンジ（挑戦）が大事目標をできるだけ高く設定し、
どうすればその目標を達成できるか行動計画に落とし込
むなんでも知恵を出し合うことが必要である

第 1027 回 H26･12・8

＜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
・年末年始休暇のお知らせ（地区事務所同様）
12 月 27 日（土）～1 月 4 日（日）まで
・「ポリオ撲滅活動」パネル貸出について
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー補佐より
・会員増強拡大セミナー開催について
日時：1 月 24 日（土）10：30～15：10
会場：シティホテル美濃加茂
参加義務者：
会長・次期会長・幹事・次期幹事・増強委員長
次期増強委員長・入会 3 年以内の新会員
（永家・大保木・高原・坂之上・久々野・前越・内田・
高橋・鶯塚・植木・熊﨑）
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
1 月 1 日(木) 休会 法定休日
1 月 8 日（木）→9 日（金）
17：30～ 洲さき 新年例会
1 月 29 日（木）休会 定款により
〇オーダン マルシェド ヨーロッパ ＲＣ
デァージュ・クリストフ氏より
・バナーと観光本
（2015.2.4 節分例会にメーキャップされた方）

＜本日のプログラム＞
高山中央未来委員会

中田 学

委員長

「クラブ活力テスト」
委員長の趣旨説明の後、全員で「クラブ活力テスト」、
「会
員満足度アンケート」の記入をし、それを提出しました。
委員長趣旨説明：このテストを実施することで、もう一度
自分のクラブの現状を把握し、自分とクラブとの関わりを
考えてみたい。
たとえよい組織であったとしても、なにもしなければいず
れは硬直化するので、大きな問題として捉えるべきである。
クラブ活力テストと会員満足度アンケートに記入しても
らい、分析結果はどこかで通知して、高山中央ロータリー
クラブの未来の発展を考えるための材料とします。

＜ニコニコＢＯＸ＞
今年度 2 回目のメーキャップです。お世話になりますがよ
ろしくお願い致します。少し早めですが皆様良いお年をお
迎えください。
高山西ＲＣ 小森 丈一 様
高山西ＲＣの小森丈一様のご来訪を歓迎申し上げます。雪
も降り寒い日が続きますがどうぞご自愛ください。
理事役員一同
本日、担当例会です。よろしくお願いします。

中田

学

岩本君はほぼ一が月の入院生活が続きますが、今の所強制
退院命令出ず大きな事件も起きてない様子。とにかく、そ
の事が一番心配です。
久々野 国良
妻 陽子の誕生日にお花を頂きました。初めてニコニコに
参加できます。妻から「どうしてロータリーに入ったの？」
の一言が消えた事に感謝して。
熊﨑 元康

12/6 はひだしんイルミネーションライブが大原さんのお
計らいにより盛大に出来ました。ロータリーからも多数の
応援に来て頂きありがとうございました。高山高校からイ
ンターシップに来てくれた女子生徒 2 名から心温まる感
想文が来ました。清潔と挨拶の大切さを痛感して高校生活
に活かして行きたいと素晴らしい感想でした。 高木 純
12/6 ひだしんのコンサートありがとうございました。フ
ァンタスティックでお洒落なイルミネーションの下、高木
さんのバンド演奏は最高でした。無料のおつまみと飲み物
まで頂き大原理事長素晴らしい一時をありがとうござい
ました。
中田專太郎
12/6 イルミネーションを見ながらのミュージックライブ、
沢山の方にお越し頂き盛大に開催することが出来ました。
高木先生に大変ご無理をお願いしました。ありがとうござ
いました。
大原 誠
高山西ＲＣの小森 丈一様のご来訪を歓迎申し上げます。
寒い毎日ですが今日は気持ちのいい天気です。いつもニコ
ニコ協力ありがとうございます。
平林 英一

