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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 

＜四つのテスト＞ 

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにち

は、先週の新年家

族例会にはお休

みにも関わらず

多数の皆様に参

加頂きありがと

うございました。

また坂家委員長

を始め親睦活動

委員会の皆さまには大変お世話になりありがとうござい

ました。また節分例会も迫っておりますのでよろしくお願

いします。 

ここで皆様にお伝えしなくてはならないことがあります。

それは会員の久々野さんが腹部の動脈瘤の治療で久美愛

病院に入院され 2月までお休みされます。幸いにも点滴治

療ですのでご本人も病院で暇を持て余して見えるようで

すので一度お顔を見によって頂ければと思います。 

さて 1 月 14 日に国際 R 理事とガバナー会議長名で「日本

のロータリー2020年新世紀ビジョン」のお知らせが来まし

た。これは 2020 年に 10 月 20 日に東京ロータリークラブ

が 100 周年を迎えます すなわち日本のロータリーの 100

周年に当たります。 

国際ロータリーは我々各クラブが主役ですので、会員の皆

様に提言書を出してくれませんかという内容でした。皆さ

まから出された提言書を参考に新たなビジョン策定を行

うという事ですので何か思いのある方は提言書を出して

下さい。600 字までです。事務局から出してもいいですし

HP に記事を揚げますので直接でもかまいませんのでよろ

しくお願いします。 

ちなみに私も昨日出しましたので内容を紹介して会長の

時間と致します。 

2020年ビジョン提言   

ロータリーは各クラブが主役であるという事で、各クラブ

に主権を頂いていることはとても活動しやすいと思いま

すが、近年「戦略計画」の名の下に財団の力が増している

ように感じます。それは会員拡大にしても以前は各業種 1

社だったのが 5社になり、そして主婦も OKとなりました。

確かにヨーロッパなどでは女性会員が活性化されていて

女性会員に対する配慮は必要ですが、日本ではどうでしょ

うか？そのまま専業主婦を対象に受け取られるのではな

いでしょうか？これらの事は全て会員拡大で会費を集め

ることが目的のように感じられます。ここにも財団の影響

があるのではないでしょうか？これらの疑問を持つのは

私だけでしょうか？ここの部分を明確にしてほしいと思

います。そして提言として同じ市や町の各クラブが共同で

興せる事業を作っていく事が、その地域の活性化にもなる

と思うし行政とタイアップすることでロータリーの存在

価値が増すと思います。私は 2630 地区の高山中央ロータ

リークラブ所属ですが、昨年当クラブが中心となり、高山

市の教育委員会と協力して高山市の中学生に夢を持って

もらう為に、ロータリーだけではなくライオンズやＪＣも

巻き込んだ組織を立ち上げ、出前講座を行う事が出来まし

た。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎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 

 ・財団室ニュース 1月号 

 ・ロータリーアクトクラブ活動報告書 

 ・１月ロータリーレートのお知らせ 1＄＝118円 

 ・日本ロータリー2020年新世紀ビジョンについて 

 ・ロータリーアクト地区年次大会の登録のご案内 

○国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐

より 

 ・会員増強拡大セミナーについて 

○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  

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 178 

○桑名ロータリークラブより 

 ・創立 60周年記念誌 

  

◆会長  永家 将嗣   ◆幹事  高原 清人   ◆会報委員長 岩垣津 亘  ◆会報担当 内田 茂 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1031 回 
54 名 53 名 44 名 － 83.02% 

前々回 

1029 回 
54 名 53 名 40 名 4 83.02% 

＜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 

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」 
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＜飛騨高山国際協会より＞ 

 ・コリアウィーク in高山開催のご案内 

  日にち：1月 16日（金）～22日（木） 

  会 場：飛騨・世界生活文化センター 

＜叙勲褒章受章祝賀会事務局より＞ 

 ・叙勲褒章受章祝賀会開催のご案内 

  日 時：1月 30日（金）16：00～ 

  会 場：高山グリーンホテル 

  会 費：10,000円 

＜飛騨地区小中高特生徒指導連携強化委員会より＞ 

 ・平成 27年版「あったかい言葉かけ運動」 

カレンダーについて 

＜中日新聞社より＞ 

 ・「改組 新 第１回日展東海展」のご案内 

＜会報＞ 

 ・美濃加茂ＲＣ 

＜年賀状＞ 

 ・(有)第一工芸 ・斐太バス(株) ・(株)オクトン  

・ブレーン企画(株) ・(株)丹生川観光 

 
＜クラブアッセンブリー＞ 
 

クラブ管理運営委員会 総括理事 山本 辰男 
 

クラブ管理運営委員会は、高山中央未来委員会と創立 25

周年実行委員会を担当しています。 

初めに、高山中央未来員会は中田学委員長の下、三年目を

迎えます。クラブの

特色、他クラブとの

相違点等を調べ、ク

ラブの長所・短所を

調査し、どのように

クラブが未来に向

けて成長していく

か、検討してまいり

ましました。今年度

は、12月 8日に担当

例会でクラブ活力テストを実施し、この結果も含め年度内

に三年間の総まとめを作らせて頂きます。 

又、創立 25周年実行委員会は、橋本修委員長の下、9月 1

日にコミュニケーション例会を開催し、25周年の意義やメ

ンバーの共通意識の確認を行い、来るべき 11月 14日に向

けての事業内容や予算案、講師の選任、委員会ごとの会議

等、準備を進めています。 

どうかご協力をお願いします。 

又、5月 1日の担当例会には、みなさんそれぞれ周年事業

の委員会に所属していただきます、その仕事内容について

のお話をさせて頂きますので宜しくお願い致します。 

 

クラブ奉仕委員会   総括理事 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。 

また、6 委員会共同

で、8 月 2 日に今年

度のＲＩ会長の方

針の「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」

という事でロータ

リーデーの開催と

ポリオ撲滅事業を実施致しました。 

親睦活動委員会は、8月 18日に納涼浴衣例会を山陣にて開

催。 

12月 22日に銀水庵にて忘年例会を開催しました。 

ニコニコ委員会は、12月までに 36万のニコニコでした。 

ロータリー情報委員会は、ＩＤＭを開催し、11 月 10 日に

ＩＤＭ報告会を実施しました。 

出席/プログラムは、年間のプログラムの作成と毎例会に

出席報告。 

広報/雑誌/ITは Facebookに投稿。 

 

 

 

職業奉仕委員会   総括理事 田中 雅昭 
 

今年度は 2回の担当例会を頂いております。第一回目は昨

年 10月 6日（月）に

地区職業奉仕部門委

員長の岩田勝美様

（羽島ロータリーク

ラブ）に卓話をして

いただきました。岩

田様は㈱岩田鉄工所

代表取締役でありさ

まざまな精密機械作

成に貢献されて見えます。中でも電動義手は世界でも広く

認められており多大なる実績を上げて見えます。又電動伸

縮杖も開発され（伸助さん）大いに活用されています。毎

月発刊されている月信にコラム・じゅうせきを掲載されて

見えますのでご覧ください。2 回目の担当例会は会員によ

るスピーチを予定しています。過去に職業奉仕委員会経験

者の中から人選してスピーチをして頂きますので、宜しく

お願い致します。 

 

奉仕プロジェクト委員会 

総括理事 伊藤 正隆 
 

5委員会の合同の事業として H26.8.9(土)「親子で体験“木

製あんどん作り”」を行った。高山工業高校は教育改革重

点指定校になっており生徒の資質向上のために、電気機械

科は LDE基盤の製作、建築インテリア科は木製あんどんの

製作を各々親子に指導して完成させた。 

社会奉仕委員会は 2月の例会で山ゆり学園を訪問すること

にしている。6 月の例会は社会福祉協議会からの講師を招

き弱者の立場のお話を聞く予定である。 

環境保全委員会は 4

月の例会において景

観保全や地球温暖化

を考える例会を予定

している。 

国際奉仕委員会は交

換留学生のビクトリ

アさんの卓話やホー

ムステイの各家のお

話を聞く例会を企画した。ロータリー財団委員会は 8 月 2

日ロータリーデーで商店街夜市にブースをつくり「ポリオ

撲滅募金」を行った。 

米山奨学委員会は 10月 27日の例会に地区委員長と奨学生

の湯媛媛さんの卓話をお願いした。 
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会員基盤増強維持委員会 

総括理事 新井 信秀 
 

平成 26年度事業報告 

【会員基盤増強維持 委員会】 

総括理事：新井 信秀 

会員維持増強委員会 委員長：久々野 國良 

会員選考/ 職業分類委員会 委員長：島 良明 

基本方針  

・会員の純増目標値達成に向け、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  

・2委員会合同による勉強会及び新会員歓迎会 

【会員維持増強 委員会】 

委員長：久々野 國良 副委員長：中田 一男 

委 員：伊藤 正隆・新宮一 郎 ・都竹 太志 

基本方針 

・高山中央ロータリークラブの良さをアピールし、会員の

純増 2名を目標とする。 

・退会防止の対策を実行する。 

活動計画  

・新入会員によるスピーチ 12/1 

 ロータリーに入会して、思ったこと 

【会員選考/ 職業分類委員会】  

委員長：島 良明 副委員長：西倉 良介 

基本方針 

・会員選考：会員維持増強委員会と共に会員増強に努める 

・職業分類：会員の職業分類を会員自身が見直 

活動計画  

・会員の職業分類を会員自身が見直し修正しました。9/29

を予定 

 

新世代委員会    総括理事 下田 徳彦 
 

新世代担当理事として関わっている活動について、青少年

育成委員会、キャリア教育を考える会、青少年交換、地区

青少年育成小委員会の４つに分けて報告させていただき

ます。 

青少年育成委員会の活動として昨年 7月 8日に丹生川中学

校にて出前講座を開催しました。2,3 年生を対象に 112 名

の生徒が参加され、高山中央ロータリークラブからは 13

名の協力を頂きました。また村瀬さんには全体講話を担当

していただきました。例会としては昨年 9月 8日に丹生川

中学校の出前講座ならびにキャリア教育を考える会の活

動状況について報告をさせていただきました。 

キャリア教育を考える会では 1メンバーとしての活動です

が、今年度丹生川中、清見中、久々野中、荘川中、中山中

の 5中学校で出前講座を開催され、生徒の参加者は総勢で

487名でした。先月 15日に高山市役所で総会があり、これ

までの活動報告を発表し、参加者から貴重な意見や感想を

お聞きしました。また今後の活動について積極的に向かっ

ていく姿勢を確認することができました。当団体はさらに

組織力を固め、次年度も引き続き活動していくと思います。 

青少年交換の担当委員長として中田カウンセラーの補佐

役としてビクトリアさん

のサポート役をやらせて

いただいております。オ

リエンテーションへの引

率やその他渉外業務を担

当し、7月まで責任を持っ

てサポートしていきたい

と思います。 

最後に地区の青少年育成

小委員会では、これまで 2回の委員会を開催し、それぞれ

の各クラブ（地域）での活動状況や問題点を話し合い、今

後出前講座をどのように進めていくかを検討していると

ころです。現在キャリア教育を考える会での実績を DVDと

してまとめ、成功事例として地区へ報告し、マニュアル化

を進めていきたいと検討中です。 

 

 

＜１月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

今井 俊治   Ｓ３０年 １月１０日 

和田 良博   Ｓ２６年 １月１１日 

足立 常孝   Ｓ２７年 １月１５日 

西倉 良介   Ｓ３０年 １月１８日 

周  信夫   Ｓ３８年 １月２３日 

高殿 尚    Ｓ３８年 １月２３日 

高木 純    Ｓ３３年 １月３０日 

都竹 太志   Ｓ４０年 １月３０日 

中田 学    Ｓ３９年 １月３１日 

＜夫人誕生日＞ 

山本 辰男   克子    １月 ２日 

清水 幸平   洋子    １月１４日 

高殿 尚    知子    １月２９日 

＜結婚記念日＞ 

剱田 廣喜   Ｓ４９年 １月２４日 

渡辺 修治   Ｓ５４年 １月２６日 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

雪が降り続く毎日ですが如何お過ごしでしょうか。雪との
格闘で体のあちこちに支障が出るころと思いますがご自
愛ください。             理事役員一同 

 

先週の新年家族例会にご協力ありがとうございました。
2/2の節分例会のオークションの品、ご協力お願い致しま
す。                   坂家 賢司 
 

昨日のお茶会にトリアちゃんが着物を着て初体験をしま
した。岩垣津さんの奥様に着付けの奉仕作業をして頂きま
した。ありがとうございました。      足立 常孝 
 

今年の雪は例年とは違い、大量の倒木を伴いました。皆様
ご苦労様です。             内田 茂 

 
 
 
ニコニコ席の隣に座ったのでニコニコへ。  永田 富次 
 

来週欠席しますので、「誕生日プレゼントありがとう」と
言う予定でニコニコへ。     高木 純 
 

阪神淡路大震災から 20 年鎮魂の祈りに包まれている神戸
で全国青少年交換シンポジュームがあり勉強して来まし
た。折角神戸へ行ったので神戸牛を食べて来ました。その
店のシェフの話が大変面白く、神戸の人はシャレているな
と思いました。何てたってシャレ神戸と言いますから。 

剱田 廣喜 
 

第 12回雫宮祭が 3/15に開催します。今回も皆様方の温か
い協賛をよろしくお願いします。      都竹 太志 
 


