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＜点 鐘＞
会長 永家 将嗣
＜ロータリーソング＞
我等の理想
＜四つのテスト＞
＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐 兼松 政則 様
国際青少年交換留学生
ヴィクトリア アン マチセン さん

＜会長の時間＞

会長

永家

将嗣

皆さんこんにちは、ゴールデンウィークも終わり、お疲れ
の方もいらっしゃると思いますが如何でしょうか？先日
新宮さんにお会いしてきましたので状況をお伝えします。
手の腫れも引き 1 カ月前よりは状態は良いようです。14
日に名古屋リハビリ専門の病院に移るそうで長くて 2 カ
月間リハビリ治療を受けられるようです。一日も早いご回
復をお祈りいたします。
さて 8 日に RI 第 2630 地区次
期会員増強研修セミナーが岐
阜グランドホテルで開催され、
参加者が約 380 名で高山中央
ロータリークラブからは劔田
ノミニー・次年度会員基盤・
増強維持委員会委員の平林さんを含め 9 名の会員さんが
参加されました。参加されました皆様お疲れ様でした。セ
ミナーでは東京恵比寿ロータリークラブの司 葉子さんが
「ロータリーと私」と題され特別講演をされました。40
分の持ち時間でしたが 20 分は司 葉子さんの今までの映
画や舞台活動の DVD を見て残りの 20 分の講演でした。内
容としては東京恵比寿ロータリークラブが今年で 20 年を
迎えるが、スタート時はどこのクラブも女性の入会反対を
表明していたので、それなら「男性と女性が一緒になった
クラブづくり」を掲げて現在は男性 57 名・女性 47 名のク
ラブですが女性会員数が男性会員数を上回らないよう心
配りをされているようです。そして御自身の地区会員増強
委員長の経験から「会員一人一人の情熱が無ければ増強は
出来ない」「ロータリーに入会する事によって世界の奉仕
活動に参加できるという喜びを伝える事が大切である」と
お話しされました。

また入会１～４年の会員さんからは「ロ－タリーに入会し
て良かった事」として挙げられたのが、とても居心地がよ
いクラブである、先輩とお話しして商売の甘さを感じたり
気づきがある、仲間意識が持てる、ロータリーの奉仕の実
行が自分の成長につながる等のお話しをされました。また
会員増強の成功例として、岐阜長良川ロータリークラブは
純増 10 名で、取組として理事メンバーの顔ぶれが毎年一
緒なのでマンネリ化していた そこで 11 名中 3 名の新しい
メンバーに入れ替えた事が新しいネットワークや新しい
意見が取り込めたことが良かった。AM5：00～の長良川清
掃や 4 年前からの石巻支援がメンバーの心を一つにして
いる。岐阜南ロータリークラブは純増 11 名で、取組とし
て歴代会長 8 名と会長・会長エレクト・副会長で新入会員
獲得のための戦略会議を立ち上げ意見を理事会に持ち込
み素早く対応した。その中の一つとして候補に対する声掛
け運動が良かった。
また松坂東ロータリークラブは７名純増です。昨年 5 名の
退会があり内 4 名がロータリー在籍 25 年以上の会員さん
で同時に退会されたことにショックを受け会員維持の大
切さを感じベテラン会員さんにも参加意識を持ってもら
えるよう努力した。そして会長・幹事が増強の意識を持つ
かが大切である JC・YEG の声掛けや、若い会員さんの交
流ネットワークからの声掛けが成功した。また 59 名中 10
名が女性会員であることも誇りである。
等の発表がありました。我がクラブも長期ビジョンを持っ
てお互いに話し合い活動していくことが大切だと思いま
した。

＜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
・ＲＩ日本事務局財団ニュース 5 月号
○濃飛グループガバナー補佐より
・第 4 回濃飛グループ 8 クラブ
合同ゴルフコンペについて
○高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
5 月 22 日(金)→24 日(日)新緑例会 乗鞍/平湯
＜飛騨高山国際協会より＞
・ペルー共和国ウルバンバ群ウアマン群長 高山市国際
親善特別来賓証贈呈式並びに歓迎交流会開催のご案内
日時：5 月 19 日(火)１３：３０～
会場：高山市役所 1 階ロビー
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＜ガバナー補佐訪問＞

兼松ガバナー補佐

この 1 年間、第 1 回 AG 訪問より剱田ガバナーノミニー・
会長幹事様、会員の方々には大変お世話になりました。今
回最終訪問 5 分間だけ時間を頂き、お礼に伺いました。一
昨年より AG 事前研修セミナーやら地区研修セミナー等 10
回弱ほど名古屋や岐阜にて参加しました。昨年の 7 月から
は第 1 回 AG 訪問から始まり、この最後の訪問から引き継
ぎ含め 50 回近くの参加要請がありました。また、昨年よ
り４RC ロータリーデーと銘打って家族川柳の募集と発表
に向けて、会長幹事と共に半年間月１回夜打ち合わせ、そ
して各月で例会に出席させてもらい、近隣クラブとの交流
ができました。3 月 29 日発表と表彰を済ませ、そしてロ
ータリー活動を一般市民に PR できたと思います。

3 月 7 日多治見で AG 報告会のおりには、青少年育成小委
員会委員長、永家会長より活動報告として出前講座の DVD
を配っていただき近隣４RC には配らせていただきました
が、大変参考になったとの事でありがとうございました。
会員増員において貴クラブは今期 4 人増員され、活発なク
ラブ運営をされてみえます。今後共この調子でますます発
展していってください。
我ロータリーも現 19 名でこのままいけば、１名増員とな
りますが退会予備者 2 名いますので、来期減少しない様に
したいものです。
残念な報告ですが、もう皆さんご存知だと思いますが、次
期濃飛グループは 8RC から 7RC に減少します。
退会の折りには、剱田ガバナーノミニーにも高山からわざ
わざ加茂東 RC へ訪問していただき、大変お世話になりま
した。
近隣の 4RC からも、この先たとえ 3～4 人でもどのクラブ
でもいいから入ってほしいと説得してきましたが、いまだ
進展なしの状態です。また、岐阜東濃グループは土岐クラ
ブと土岐中央クラブが合併する決着決定し、再スタートす
ることが決定しています。来期の 2630 地区は、80 クラブ
から 78 クラブにて運営されます。私も来期は少しのんび
りしたいところでしたが、会員増強の委員長を依頼されま
したので、やるしかないと思いましたが、なんとかまず退
会防止にも努めたいと思います。
高山中央 RC の元気なところを少しでも分けてもらい、我
クラブに活を入れたいと思いますので、今後共、剱田ガバ
ナーと共に頑張りたいとの決意で、皆さんのご指導宜しく
お願い致します。
最後に 5 月 30 日(土)濃飛グループ第 4 回合同コンペに貴
クラブより 8 名出席していただき、ありがとうございます。
昨年 36 名でしたが、
今回は 11 組と 2 組多くなりますので、
楽しく 1 日を過ごしたいと思いますので、宜しくお願い致
します。
本当にこの１年お世話になり、ありがとうございました。

＜本日のプログラム＞
創立 25 周年実行委員会

記念事業について

橋本 委員長

下田徳彦

【概要説明】
カタリ場について
NPO カタリバが主催するキャリア学習プログラムであり、
高校生を対象に、大学生のボランティアスタッフが中心と
なって行う約 2 時間の特別授業です。高校生と本音で語り
合い高校生の心に火を灯し、授業の最後には「今日からで
きる小さな行動」を宣言してもらいます。
代表の今村久美（高山出身）さんが 2001 年（大学時代）
に立ち上げ、これまで 1000 校 18 万人が授業（最近では年
間 200 校以上）を受けています。高校生と大学生は「ナナ
メの関係」なので友達や先生に相談できない話ができます。

【DVD 鑑賞】
サンデーモーニングで 2012 年に放映された DVD を鑑賞
【創立 25 周年記念事業】
高山市教育委員会が計画しているリーダー研修「夢や希望
をもち高山市の次代を担う人材の育成」教育プロジェクト
の一環（EST 未来塾）であり、市内の小中学生 100 名程度
を対象に全４回（8/22.23 11/28.29）計画されています。
そのうち 1 回（8/23）を高山中央ロータリーが 25 周年の
記念事業として主催します。
本研修は地域の大人との協働による教育で子供の個性・能
力・創造性を伸ばすことが目的です。
【実施概要】
開催日：8 月 23 日（土）9：00～16：00
場 所：文化会館
午前 オリエンテーション 30 分
講演 40 分 ワークショップ 1 時間 20 分
午後 ワークショップ 1 時間 20 分 発表 閉校式
NPO カタリバからは今村代表を含め、カタリバスタッフ 2
～3 名が参加し、地域のボランティアスタッフ（西高校生
徒）20～25 名が協力者として参加します。高校生ボラン
ティアは当日までに 3 回のスタッフ事前研修を受けます。
当日は例会となるため、メンバーの皆様のご協力をお願い
することになりますが、詳細については決まっておりませ
ん。今後 NPO カタリバ、高山市教育委員会と調整していき、
25 周年実行委員会を通して検討していきます。
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＜４月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
新宮 一郎
高橋 厚生
島
良明
道下 利一

Ｓ２９年
Ｓ４９年
Ｓ２４年
Ｓ４１年

＜夫人誕生日＞
永田 富次
堀口 裕之

紀子
潤子

５月 ６日
５月２０日
５月２６日
５月２８日

＜結婚記念日＞
岩垣津 亘
中田 專太郎
高橋 厚生
松之木 映一

Ｓ５３年
Ｓ５８年
Ｈ１５年
Ｓ５４年

５月 ８日
５月２１日
５月２４日
５月２６日

５月 １日
５月３０日

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。最終訪問よろしくお願い致しま
す。
濃飛グループガバナー補佐 兼松 政則 様

いよいよ剱田ガバナー事務所がオープン致します。事務局
員も決まりましたので本日紹介させて頂きます。よろしく
お願い致します。
伊藤 正隆

兼松ＡＧのご来訪を歓迎申し上げます。１年に渡りご指導
を賜り誠にありがとうございました。今後とも高山中央ロ
ータリークラブをよろしくお願い致します。理事役員一同

先日は、家内にお花をありがとうございました。本日は早
退させて頂きます。
永田 富次

兼松ガバナー補佐、最後のクラブ訪問ありがとうございま
す。一年間のご指導心より感謝申し上げます。兼松ＡＧと
は、一緒に飲んだりカラオケで歌ったり楽しい思い出は沢
山ありますが、一番ショックだったのは、私より年下だっ
た事が分かった事です。今後ともよろしくお願いします。
剱田 廣喜

津田君の例会復帰！おめでとうございます。次年度より入
会者は骨の丈夫な人や、内臓の丈夫な人、そしてゴルフの
あまり上手でない人選んだ方がいいかもしれません。本日
早退させて頂きます。
久々野 国良

