第 1049 H27･6・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

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
1049 回

55 名

53 名

45 名

－

84.91%

前々回
1047 回
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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
＜会長の時間＞

会長

永家

将嗣

皆さんこんにちは、ロータリーでは現在ブラジル・サンパ
ウロにて国際大会が開催されています。
期間は 6 月 6 日～9 日までの 4 日間
です。当初の計画では 7 日から始
まり初日にサンパウロ市で大規模
なパレードが計画されていました
が、日曜日で深刻な交通渋滞など
の混乱が予想されるため前日の 6
日からとなったようです。国際大会前の 4 日から国際研究
会やロータリー平和シンポジュウム・ロータリーアクト大
会・青少年役員大会等のイベントも開催され 6 日間に及ぶ
行事となります。
来年はソウルでの大会ですので、劔田ノミニー始め地区役
員の皆様も多数参加されると思います。
さて今回の国際大会でのメインの講演はアメリカ疾病対
策センターのハミッド・ジャファリ氏によるインドがポリ
オフリーと宣言されるまでの道のりについての講演です。
1985 年にロータリーがポリオ撲滅プログラム「ポリオプ
ラス」を開始したとき、世界で毎日 1,000 人の子どもがポ
リオに感染していました。ロータリー、世界保健機関（WHO）
、
米国疾病対策センター、ユニセフ、ビル＆メリンダ・ゲイ
ツ財団が中心となって進める世界ポリオ撲滅推進活動
（GPEI）の取り組みにより、2014 年に報告された新規感
染数は 370 件を下回っています。さらに、その多くはポリ
オ常在国（ナイジェリア、パキスタン、アフガニスタン）
から報告されたものでした。
世界ポリオ撲滅推進活動をボランティア面で支えるロー
タリーは、ポリオ撲滅にこれまで 13 億ドル（約 1,570 億
円）以上を寄付し、無数の時間をボランティア活動に捧げ
てきました。2018 年までは、ポリオ撲滅に対するロータ
リーからの毎年 3,500 万ドルの寄付に対し、ビル＆メリン
ダ・ゲイツ財団が 2 倍の額を上乗せします。現在までに、
GPEI 世界ポリオ撲滅推進活動によって 25 億人以上の子ど
もがポリオ予防接種を受けてきました。かつてポリオの温
床とも呼ばれたインドは、インド政府と GPEI による大規
模な取り組みにより、2014 年 3 月に「ポリオフリー」と
認定されました。このようにロータリーがいかにポリを撲
滅に力を入れているのかが伺えます。

＜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
・伊達則彦パストガバナーご逝去の通知
○国際ロータリー第 2630 地区 次期地区代表幹事より
・2015-16 年度ガバナー月信及びホームページについて
○高山西ロータリークラブより
・6 月 26 日（金）定款により休会
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・平成 27 年度少年の主張コンクール」開催のご案内
日時：6 月 21 日(日)13：30～
会場：高山市民文化会館 小ホール

＜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
山本 辰男
クラブ管理運営委員会は、高山中央未来委員会、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、クラ
ブ細則や、内規が、実勢に合って
いるか、検討して理事会に提言す
るのを基本方針として、一年間進
めてまいりました。それぞれの委
員会の委員長は、もうベテランで、しっかり進めてみえて
未来の中田委員長は、3 年間でクラブの進む道を検討して
いただきました。まとめ資料を作成するのみです。
創立の橋本委員長は、全クラブメンバーにまたがった、実
行委員会を作り、着々と 25 周年の記念事業の準備を、進
めてみえます。25 年間の今までと、これから先の進む道
がわかる記念事業になると思います。
又、クラブ細則、内規などは運営に不都合になったら見直
していけばよいと思います。クラブ管理運営委員会の名前
と仕事に違和感がありますが、いろいろな事が提言できる
委員会になれば良いと思います。

クラブ奉仕委員長
8 月 2 日（土）をロータリーデ
ーとして、本町 4 丁目にて納涼
夜市に参加しました。テントを
設置し、高山中央ロータリーク
ラブブースにクラブの紹介と、
ポリオ撲滅募金の実施、かき氷

高原 清人（代理）
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のサービスもして、広く一般市民の方に PR しました。

奉仕プロジェクト委員長

伊藤

正隆

社会奉仕・環境保全・国際奉仕・
ロータリー財団・米山奨学の 5
委員会の例会などのサポートを
した。
5 委員会の合同の事業としては、
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、電気機械化は 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。各委員会については、①社会奉仕委員会は 2
月の例会で山ゆり学園を訪問した。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いた。②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
化を考える例会をした。③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。④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。⑤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。
尚、対外事業である「親子で体験”木製あんどん作り”」は
地区・ロータリー財団補助金も申請し、いただいたことも
報告する。

職業奉仕委員長

田中

雅昭

職業奉仕とは何ぞや？の問いから始まり非常に理解し難
いことが前提にありました。本年
度は地区職業奉仕委員長の岩田様
にお越しいただき卓話をしてもら
い、少しでも職業奉仕とは何かと
の勉強をさせていただきました。
又月刊誌のコラム（重責）は岩田
氏の職業奉仕に対する思いや考え方が掲載されており勉
強になります。第二回目の担当例会に於いては、歴代の職
業奉仕委員会長の中から人選し数名の方に卓話をして頂
きました。各人の職業に対する思いをうかがう事が出き、
有意義な例会であったと思います。
「ロータリーの職業奉仕を一言で」と聞かれたら、「世の
為人の為に奉仕する心をもって奉仕を営むこと」と言われ
ています。この言葉を基本にして次年度も職業奉仕活動に
従事して頂けたら幸いです。一年間ありがとうございまし
た。

会員基盤増強維持委員長

新井

信秀

・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。
純増目標 2 人に対し 4 名の方に入会いただきました。
・活動計画
2 委員会合同による勉強会及び新委員歓迎会を計画。
新会員を囲んでの勉強会並びに歓迎会を近々行う予定
です。

新世代委員長

下田

徳彦

新世代担当理事とし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 つの
活動をさせていただきました。
まず、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
いただきました。また村瀬さんに
は全体講話をお願いいたしました。
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。
次にキャリア教育を考える会の活動ですが、市教育委員会
が中心となり 26 年度は丹生川中、清見中、久々野中、荘
川中、中山中の 5 中学校で出前講座が開催され、生徒の参
加者は総勢で 487 名でした。昨年暮れ（平成 26 年 12 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、
27 年度も引き続き活動していきます。27 年度開催予定校
として、清見中、荘川中、丹生川中、朝日中、中山中、日
枝中の 6 校（マンモス校 2 校）です。
次に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
渉外業務を担当しました。
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、昨年度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、今後各
ガバナー補佐を通して 12 グループに配布される予定です。

ＳＡＡ委員長

渡辺

修治

メンバーは仲谷さん永田さん冨士
井さん中田一男さん永井さん、平
林さん、坂之上さん、黒地さん、
内田さんの 10 名でスタート後、植
木さん、鶯塚さん、熊﨑さん、井
ノ下さんに加わってもらって、2
組の当番制で例会を担当してもらいました。
メンバーが頼りになる方々でしたので、問題なく務められ
たと思います。
当番制については、特に頼りになる方をうまく配置できる
と委員長は楽できると思います。

高山中央未来委員長

中田

学

組織が活力に溢れ、未来へ向かって大いに発展するように
検証するため昨年の 12 月 8 日にク
ラブ活力テスト及びアンケートを
実施しました。その一部ですが、
訪問:あたなは、当ロータリークラ
ブに受け入れられていると
感じますか？
回答:ほとんど「はい」でした。
訪問：あなたは当ロータリークラブの組織としての現状を
どう思いますか？
回答：大半が現状に満足している。
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訪問:当ロータリークラブが R1 や地区の提唱する、活動に
参加している度合についてどう思いますか？
回答：国際的奉仕プロジェクトとクラブの広報活動と他ク
ラブとの交流・親睦が不十分と思ってみえる方が多
くありました。
訪問:会員活動に関する、当クラブの費用をどう思います
か？
回答：ほとんどのメンバーが「妥当」でした。
この未来委員会は継続的な事業と関われるものとして、3
年間のまとめを後日、提出させていただきます。

創立 25 周年実行委員長

橋本

修

副委員長の松之木さん他 8 名の委員のメンバーさんと共
に、多くの会議を行ってきました。
担当例会日は 2 回。1 回目は、記念事業に関するアンケー
ト 2 回目は、カタリバに化関する PR 映像を見ていただき
ました。
組織を作り、予算案を了解するな
かで、それぞれの部会が、動き出
しました。
大きな事業として（記念事業のカ
タリバ）
（講演会）
（記念誌）など
ですが、本番の式典、祝賀会に向けて、順備を着々と、行
っています。来年度も引き続き、会員の皆様方全員の協力
にて盛り上げて行きたいと思っております。

親睦活動委員長

坂家

賢司

H26.8.18(月)納涼ゆかた例会 31 名参加
H26.12.22(月)忘年例会
40 名参加
H27.1.12(月)新年家族例会 41 名参加
H27.2.2(月)節分例会 44 名参加
H27.4.13(月)軽スポーツ例会
21 名参加
H27.5.18(月)新緑例会 26 名参加
H27.6.22(月)最終慰労例会
大変不慣れの為多数の方にご迷惑をお掛けしました。1 年
間ご協力ありがとうございました。6 月 22 日に最終慰労
例会があります。ご協力宜しくお願いします。

会報委員長

岩垣津

亘

11 名の委員にて、順番を決め、会報を作ってきました。
みなさんの原稿提出もスムーズにしていただきまして、一
年間ありがとうございました。

出席/プログラム委員長

松之木 映一

会員への出席義務を確認し、例会出席率の向上を目指し、
プログラムに基づいた例会運営に協力する。
各委員会さんには多少変更はあったもの計画表通りに運
営していただきありがとうございました。
H26.8.2(土）ロータリーデーへの協力への協力
本町にもポスターパネル提示、ポリオ撲滅の募金活動
を行いました。
H27.2.16（月）高殿尚さんの会員ｽﾋﾟｰﾁ
H27.2.23（月）ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、剱田廣喜さんのｽﾋﾟｰﾁ
H27.3.16（月）鶯塚英雄さん、植木眞吾さんによるｽﾋﾟｰﾁ
H27.3.23（月）会員エレクト、大保木正博さんのｽﾋﾟｰﾁ
H27.5.25（月）例会内容変更、移動例会（ひだ信本町サテ
ライト出張所 3 階）
、ガバナーエレクト事務所 開所式で
神事を行いました。
H27.7.6(月）優良出席者会員の表彰を行います。
本年度最高出席率 96%(H26.7.7.)
9 月 8 日 補正出席率 94.23%
あと 2 回例会で 100%出席めざしたいですので皆様よろし
くお願いします。

＜ニコニコＢＯＸ＞
いよいよクラブアッセンブリーとなりました。残すとこ 2
例会です。感慨深いものもありますが、気を引き締めてラ
ストスパートと参りましょうか。会員の皆様のより一層の
ご理解、ご協力をお願い致します。
理事役員一同

中田 学さん、元気になられ、昨日はゴルフにも参加され
良かったです。今年度は、何人もの病人が出ましたが年齢
には勝てないですね。日頃の健康管理に注意したいもので
す。メンバー全員が毎日楽しく元気であるよう祈念してニ
コニコへ。
平林 英一

この度の入院に際し、クラブからお見舞いを頂きましてあ
りがとうございました。また、皆様には大変ご心配をお掛
けしました。無事、血糖値も下がりおまけに体重も理想体
重となり喜んでいます。今後は、気を付けてやっていきま
す。感謝を込めてニコニコへ。
中田 学

大原さん、先週のひだしんコンペではお世話になりありが
とうございました。後の懇親会、とても楽しく過せました。
中田 一男

先日は家内の B.D にお花を頂きありがとうございました。
高木 純

先般は、誕生祝いと結婚記念日祝いを頂きありがとうござ
いました。美味しく食をさせて頂きました。本日早退しま
す。ごめんなさい。
田中 雅昭

