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高山中央ロータリークラブ
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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
◆会長

大保木 正博

◆幹事

坂之上 健一

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

◆会報委員長 谷口 欣也
＜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
1052 回

55 名

53 名

49 名

－

92.45%

前々回
1050 回

55 名

53 名

47 名

2名

92.45%

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 谷口 欣也

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

大保木 正博
奉仕の理想

＜バッチ交換＞

＜会長の就任あいさつ＞ 会長

大保木

正博

設立 25 年目という極めて大きな節目の年に、高山中央ロ
ータリークラブ会長を仰せつかりました。改めてその重責
をひしひしと感じております。
会員皆様には格段のご協力
をよろしくお願い申し上げ
ます。
現在社会は、あらゆる分野
において産業革命以来の大
きな構造変革期にあります。
ロータリーもけっしてその
例外ではありません。
ここ数年来のロータリーの変化はこれを受けてのことだ
と思います。
全体でみれば大きく会員数が減少していることも、その原
因の一部はロータリーが十分社会の大きな変化に乗り切
れていないことの表れではないでしょうか。奉仕のあり方、
活動の在り方についても、誰からみてもよく分かることが
重要だと考えています。
本年度は RI 及び 2630 地区共に会員増強と維持を重点とさ
れていますが、実践するについては、同じようによくわか
る、実感できる方法を考える必要があると思います。
会員増強・維持のためには、現在の交友関係の中で会員の
勧誘をしていくことが大切ですが、その他の多くの方々に
クラブに入会していただくには、入会することがその人に
とって有意義で魅力的なものであると感じていただかな
ければ継続的な増強は難しいと考えています。

継続的な増強を可能とするにはその仕組みが大切であっ
て、広く外に対する情報発信(広報)が有効だと考えていま
す。私たちは今まで特に青少年奉仕に力を入れて活動して
きており、本年度もいくつかの有意義なプログラムを計画
しています。こうした機会を捉えて私たちの行動を外に向
けて発信し続けていくことでロータリーへの理解を深め、
高山中央ロータリークラブに魅力を感じていただき、この
クラブに入りたいと思っていただくことにつながると思
います。そうした考えから、プログラム実施の際の外に対
する情報発信(広報)に力を入れたいと思います。
また、今一つの重要な会員維持のためには、参加して楽し
い例会の実施と共に現在のクラブ会員がクラブ行事に参
加した時に達成感を感じられることが大変重要だと考え
ています。
今年度は、通常のクラブ行事の他にクラブ設立 25 周年記
念の行事も多く計画されています。また年度後半からは、
次年度剱田ガバナーのホームクラブとしての行事が始ま
ります。皆で役割を分担しそれを成し遂げることで、会員
一人一人が達成感を感じられ、クラブへの帰属意識とクラ
ブ所属の意義を感じられるような運営に心がけたいと考
えています。
このような考えから今年度、高山中央ロータリークラブの
運営方針を「外に発信、内に達成感、さあ行動しよう！」
としました。
忙しい 1 年となることと思いますが、坂之上幹事とともに
頑張りますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い
申し上げます。

＜幹事就任あいさつ＞

幹事 坂之上 健一

いよいよ大保木会長年度がスタートしました。
本年度は２５周年の大事な節目の年度として記念事業が
あり、又、剱田ガバナーエ
レクト事務所が開設され、
地区事業も動き始めてい
きます。高山中央ロータリ
ークラブとしても特にこ
の２年間は一致団結して
向かっていかなければな
らない大事な時期だと思
っております。この大事な時期の幹事として責任の大きさ
を痛感しながらしっかりと大保木会長を補佐し頑張りた
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いと思います。どうか皆様ご協力の程宜しくお願い致しま
す。

＜幹事報告＞

幹事

坂之上

健一

○ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
○国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ガバナー事務所開設のご案内
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条 4-20
ギャラリーオカモト 102
TEL 059-381-2630 FAX 059-381-2631
E-mail：1516@rid2630.org
・地区大会事務所開設のご案内
（住所/電話/ＦＡＸ ガバナー事務所と同じ）
E-mail：1516taikai@rid2630.org
・7 月ロータリーレートのお知らせ
1＄＝124 円
・ホームページ開設のご案内
アドレス：http://rid2630suzuka.org
・第 13 回日韓親善会議開催のご案内
日 時：9 月 4 日 13：00～
場 所：グランドプリンスホテル新高輪
登録料：15,000 円
・国際青少年交換 2016-17 年夏期派遣学生募集のご案
内
・財団ニュース 7 月号
・会員基盤増強維持研修セミナー報告書（2014－15 年
及び 2015－16 年）
・地区世界社会奉仕補助金申請・受付けのご案内
○国際ロータリー第 2630 地区直前ガバナー事務所より
・ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
○国際ロータリー第 2630 地区ガバナーエレクト事務所よ
り
・ガバナーエレクト事務所開設のご案内
〒506-0011 岐阜県高山市本町 1-2
飛騨信用組合本町サテライト出張所 3 階
TEL 0577-33-2630 FAX 0577-33-2635
E-mail 1617@rid2630.org
・研修セミナー日程のお知らせ
次期ガバナー補佐研修セミナー
2015.11.7（土）
岐阜都ホテル
次期地区委員会委員長研修セミナー2015.12.6（日）
岐阜都ホテル
地区チーム研修セミナー
2016.2.21（日）
岐阜都ホテル
会長エレクト研修セミナー
2016.3.13（日）
岐阜都ホテル
地区研修協議会
2016.4.17（日）
飛騨・世界生活文化センター
地区大会
2016.10.22（土）～23（日）
高山市民文化会館
○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
＊ＩＤ・パスワードは事務局にお尋ねください。
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
7 月 30 日（木）定款により休会
8 月 6 日（木）→8 日（土）納涼浴衣例会
18：30～ 恵の久
○尾鷲ロータリークラブより
・例会日変更のお知らせ

例会日 水曜日
第１水曜日
１９：００～
第２・３・４・５水曜日 １２：００～
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・平成 27 年「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
における街頭啓発活動のご依頼
(大保木会長は 7 月 7 日 16：30～17：00 まで
駿河屋アスモ店前にて参加します)
＜ＪＨＰ学校をつくる会より＞
・ＪＨＰニュース

＜前年度表彰＞
出席表彰

松之木

前年度出席委員長

出席率 100％表彰 ★印は連続出席
24 年
★橋本 修
★剱田 廣喜
★松之木映一
★三枝 祥一
★清水 幸平
23 年
★島
良明
22 年
★大保木正博
伊藤 正隆
18 年
★岩垣津 亘
16 年
仲谷 政美
12 年
★永井 信次
★今井 俊治
11 名
冨士井忠男
10 年
★田中 雅昭
9年
★津田 久嗣
和田 良博
永家 将嗣
8年
新井 信秀
7年
★下田 徳彦
6年
★周 信夫
★都竹 太志
谷口 欣也
5年
坂家 賢司
4年
山本 辰夫

ニコニコ表彰
★中田専太郎

5名

1名
2名
1名
1名
2名
1名
1名
3名

1名
1名
3名

1名
1名

前越 前年度ニコニコ委員長
★高木

純

★平林

英一
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＜委嘱状を渡す＞

大保木

会長

会計あいさつ

長瀬 栄二郎

皆さんこんにちは。
今年度、会計を務めさせていただくこととなりました長瀬
です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。ロータリーの運
営について、分からないことばかりですが、大保木会長・
坂之上幹事の足を引っ張ることのないよう、しっかり取り
組んでまいりたいと思います。
本年度は、25 周年ということで例年と異なる事業計画と
支出のある予算内容となっております。会員増強について
も、2 名の純増計画にて予算を構成しておりますので、積
極的に取り組んでいかなくてはならないと考えておりま
す。何とぞ宜しくお願い申し上げます。

＜就任挨拶＞
会長エレクトあいさつ

新宮

一郎

剱田ガバナーエレクト、大保木会長を初め会員の皆様には
ご心配をおかけしています。
3 月 31 日孫とスキー中、頚椎〈ケイツイ〉を損傷してし
まいました。
意識はしっかりしていましたが一瞬にして手足がしびれ
てしまい、1 ヶ月は寝たきりの状態でした。
どうなってしまうんだろうと不安になりましたが大河ド
ラマの名セリフ〈せわぁない〉と思い毎日をベッドでおま
かせ状態？でいました。
名古屋の病院に移ってからはきびしいリハビリのおかげ
で、左手左足のしびれはありますが特殊な歩行器で歩く練
習をするまでになりました。
2 本足で歩く事が奇跡だと思い、今まで当たり前のことが
どんなにすごい事かを実感しております。
当初は、会長職は無理とお断りしましたが、剱田ガバナー
エレクトから「車いすの会長もハクガツイテいいよ」と剱
田さんらしい励ましのことばをいただきその気になって
しまいました。
もう少し時間はかかりますがきちっと治して例会に出席
したいと思います。
会長エレクトということで、河上さん津田副幹事を初め皆
様には御迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。

副会長あいさつ

田中

副幹事あいさつ

津田

久嗣

本年度、副幹事を務めさせていただく事になりました津田
です。
入会 10 年目に初めて理事をさせていただく事に成りまし
たが一年間次年度幹事に向けて勉強させていただきます。
新宮次年度会長の少しでも手足となって動けるようケガ
の無い様に気をつけて頑張りたいと思います。
何せ始めての役職、メンバー・事務局に多々ご迷惑お掛け
するとは思いますが宜しくお願いいたします。

雅昭

皆さんこんにちは。今年度高山中央ロータリークラブ副会
長を拝命いたしました。副会長として大保木会長並びに坂
之上幹事をサポートすべく邁進してまいります。又長年受
賞を続けているＲＩ会長賞受賞に向け既に取り組みが進
んでいます。是非とも今年度も受賞できるよう最大限の協
力を皆さんと共に取り組もうではありませんか。ロータリ
ー奉仕活動の中でも特に職業倫理を重んじた人々の集団
としての心意気を重要視し、幅広い奉仕活動に携わること
で多くの仲間と共に貢献してまいりましょう。そして何よ
りも 1 日も早い会長エレクト新宮一郎さんの復帰を心よ
りお祈り申し上げます。今年度も宜しくお願い致します。

ガバナーエレクト挨拶

剱田

廣喜

7 月から、ガバナーエレクトと言う肩書きで、身の引き締
まる重いです。ノミニーを経験して思った事はロータリー
に入った以上、ロータリーを理解し、ロータリーのすばら
しさを実感してほしいと言う事です。それには、ロータリ
ーに積極的になる努力が必要です。一歩前に踏み出すによ
って、ロータリーはすばらしい出会い感動を与えてくれま
す。ロータリーアンの種類は一つだけ、それは、アクティ
ブロータリーアンです。
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＜7 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
熊﨑 元康
植木 眞吾
大保木 正博

Ｓ３９年
Ｓ３１年
Ｓ３０年

７月 ２日
７月１８日
７月２７日

Ｈ１６年

７月

＜結婚記念日＞
長瀬

栄二郎

７日

＜夫人誕生日＞
島
良明
鶯塚 英雄
井ノ下 雄志
橋本 修
内田 茂
永井 信次
岩本 正樹
今井 俊治

八重子
典子
歩
暁子
恵子
洋子
成美
弘美

７月 ６日
７月 ８日
７月 ９日
７月１０日
７月１７日
７月１９日
７月１９日
７月２９日

＜ニコニコＢＯＸ＞
いよいよ大保木会長のスタートです。理事役員一同、一丸
となって盛上げて行きたいと思いますのでよろしくお願
い致します。
理事役員一同
まだまだ先だと思っていましたが、ついにこの日がやって
来ました。気合を入れ会長・幹事頑張りますのでご協力を
お願い致します。
大保木正博
坂之上健一
大保木会長・坂之上幹事、ぼっきして上向く大変良いコン
ビだと思います。一年間頑張って下さい。
松之木映一 島 良明 三枝 祥一
新井 信秀 平林 英一
大保木会長はじめ役員の皆様一年間よろしくお願い致し
ます。
仲谷 政美 村瀬 祐治

大保木正博丸の順風万帆をお祈りいたします。「こんなの
出していいのかな～」と半信半疑で 4 月より売り出した
「招福猫饅頭」が地元の皆様に面白がられ、その後テレ
ビ・ラジオ・ネットメディアに取り上げられ只今好調です。
でも、それだけに飽きられるのも早いもかもと心配してお
ります。皆様のご声援をよろしくお願い致します。
中田專太郎
先日の親睦ゴルフでＢＢ賞を頂きありがとうございまし
た。
永田 富次
大保木会長よろしくお願いします。本年度ニコニコ委員長
を仰せつかりました。目標 700,000 円に向かってご協力の
程よろしくお願いします。
高木 純
先日は結婚記念日のお祝いありがとうございました。新年
度早々ですが早引きさせて頂きます。
西倉 良介

