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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
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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 村瀬 祐治

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
会長 大保木 正博
＜ロータリーソング＞
奉仕の理想
＜本日のビジター＞
高山西ロータリークラブ
小森 丈一 様
＜会長の時間＞

会長

大保木

正博

さて、本日はクラブアッセンブリー(クラブ協議会)です。
クラブアッセンブリーの
意味を今一度おさらいし
てみたいと思います。
クラブアッセンブリーの
意味は、直訳すると「会合」
「集会」の意味を持ってい
ます。ロータリークラブで
はロータリークラブのリ
ーダー、会員、地区リーダーの間のコミュニケーションを
図るための場として、年 4～６回のクラブ協議会が開かれ
ており、次の 3 つの意味合いを持って解釈されています。
1. 各委員会の活動方針や活動状況が相互に周知徹底させ
る会合
2. 各委員会の情報交換により、更に相互の助言勧告によ
って活動の反省改善をする会合
3. 各委員会活動の接点について相互に連絡調整をする会
合
当クラブではクラブアッセンブリーを４回開催していま
す。
①１年間の年度計画を話し合い採択する１回目を年度初
めに行います。これが本日です。
②ガバナー補佐訪問の例会後に２回目を行います。ここで
はクラブ目標に向けた活動状況と計画をガバナー補佐
と話し合います。本年度は８月３１日に予定しています。
③３回目は中間です。年度の中間期にあたり目標に向けた
クラブの活動状況を検討し、年度後半のクラブの活動計
画を決めます。
④４回目は年度末です。年度の総括だけでなく、次年度の
目標達成に役立つアイデアや提案が出される可能性が
あるため、自由な話し合いの機会を提供することが望ま
しいとされています。
クラブアッセンブリーはロータリーにとって必要不可欠
なもので大変重要です。後ほど委員長さんから今期の活動
計画を発表していただきますので、よろしくお願いいたし
ます。

＜幹事報告＞

幹事 坂之上 健一

○国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・「第 14 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内
日時：10 月 3 日（土）１０：００～
会場：日本棋院会館本院

＜総会・決算報告と監査報告＞
前年度会計報告
前年度会計
〃 監査報告
前年度監査
今年度会計説明
今年度会計
承認事項
会長
拍手にて決算・予算承認

今井 俊治
村瀬 祐治
長瀬 栄二郎
大保木 正博

＜クラブアッセンブリー＞
奉仕プロジェクト委員長

久々野 国良

【基本方針】
奉仕プロジェクトの 5 委員会(社会奉
仕・環境保全・国際奉仕・ロータリー
財団・米山奨学)と連委し地域社会の
発展に寄与する。
【活動計画】
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 委員会合同の事業として、飛騨の伝統工芸である
「飛騨組子作り」を小学生の親子に体験してもらう。
【担当例会日】
平成 27 年 8 月 8 日
プロジェクト名：飛騨匠の技を体験しよう

クラブ奉仕委員長

田中

雅昭

【基本方針】
私たちに与えられた時間「今」を大切
に!!
1.親睦活動
友好クラブ交流・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 7 委員会を統括致し
ます。
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2.創立 25 周年事業に対し、7 委員と共に協力し成功させ
ます。
【活動計画】
1.創立 25 周年事業カタリバ 8/23(日)、式典 11/14(土)に
対し協力する。
2.7 委員会の各例会をサポートし意義あるクラブ運営が
実践できるようサポートします。
以上を副会長としての立場を踏まえ、魅力ある高山中央ロ
ータリークラブと成るよう運営に努めてまいります。

職業奉仕委員長

足立

常孝

【基本方針】
様々な経営者が、集う例会を学びの場と
してつとめる「入りて学び、出でて奉仕
せよ」
【担当例会日】
平成 28 年 1 月 25 日
会員スピーチテーマ「職業を営む」プロセス、即ちお金を
儲ける、社員教育の過程や信念を聞きたい

会員基盤増強維持委員長

山本

辰男

【基本方針】
クラブの基本強化に向け、会員維持増強、
会員選考／職業分類の両委員会の連携
を図る。
【活動計画】
2 委員会合同による勉強会・ベテラン会員より聞取会を開
催する

ロータリー情報委員長

山本

中田

岡﨑

壮男

【基本方針】
例会が支障なく整然と行われるように、
会場準備・監督に当たる。
【活動計画】
・例会の準備及び片付けは、グループ当番制による。
・例会場の準備設営は、
・グループ当番全員が 11 時 50 分
までに集合し 12 時までに完了する。
・会場準備完了後、一受付にてビジターをお迎えし、席ま
でご案内する。
・ガバナー及びガバナー補佐来訪時は、役員と共にお迎え
し、例会終了後お見送りをする。
・移動例会の会場設営は、例会担当委員会が行う事を原則
とするが、担当委貞会からの要請がある場合は協力する。
・会員の親睦が図れるよう、席は月ごとに変える。
・必要に応じ、備品整備や修繕を行う。

高山中央未来委員長

高原

清人

【基本方針】
・クラブは長期戦略計画を『職業奉仕に
徹すること』とし、CLP を一部導入し活
動してきました。
果たしてどの様な部分に CLP を取り入れ、どのように
活動し、どのような結果を生んできたのか。
以上の検証を踏まえ、今後の当クラブが活力にあふれ
大いに発展するような提言をします。
・継続事業への取り組みを、中長期的なビジョンの元活動
の展望を検証します。
【活動計画】
CLP への理解を深め、当クラブの取組みや展望を図る例会
の実施。

辰男

【基本方針】
会員にロータリーについての知識と理解を深める情報を
提供する。また、新会員を中心にロータリー
に関する知識やルールなどについて勉強会（IDM）を行う。
【活動計画】
平成 27 年 8 月 23 日 創立 25 周年記念事業
〃
9月
IDM の開催・IDM の報告
平成 28 年 5 月 9 日
剱田 GE より最新のロータリー情報
を聞く並びに新会員スピーチ

青少年奉仕委員長

会場監督

学

【基本方針】
青少年の健全育成の一助となる活動を
推進する。
【活動計画】
担当例会日
平成 27 年 7 月 15 日
出前講座：中山中学校
平成 27 年 11 月 2 日インターアクトへの理解を深める例会
講師：向井龍三様（下呂 RC）
平成 28 年 5 月 2 日（月） 「出前講座」実施報告例会

創立２５周年実行委員長

橋本

修

【基本方針】
記念事業として「夢や希望を持ち高山市
の次世代を担う人材の育成」というプロ
ジェクトに会員全員で協力参加し、創立
25 年目を迎える感謝と活動を共有した
い。
【活動計画】
8 月 23 日
創立 25 周年記念事業：
【カタリバ】高山市民文化会館に於
いてプログラムに協力、設営＆後片付け
11 月 14 日
創立 25 周年記念式典及び祝賀会

親睦活動委員長
【基本方針】
楽しく有意義な時を提供することにより
会員間の更なる友情を深める。
【活動計画】
平成 27 年 8 月 1 日
納涼例会
平成 27 年 12 月 21 日
忘年例会
平成 28 年 1 月 11 日
新年家族例会
平成 28 年 2 月 1 日
節分例会
平成 28 年 5 月 16 日
新緑例会

岩本

正樹
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友好クラブ交流委員長

清水

幸平

【基本方針】
創立 25 周年に当たり相互の交流を通し
友愛・親睦を深める。
【活動計画】
平成 27 年 11 月 14 日
高山中央ロータリークラブ創立 25 周年記念例会
平成 28 年 2 月 19 日
平塚湘南ロータリークラブ創立 25 周年記念例会

広報/雑誌/IT 委員長

周

信夫

【基本方針】
クラブの取組みについて会貞とメディア
に的確な情報を提供する。
【活動計画】
「広報雑誌 IT のノウハウ」について、さるほぼ編集室の
担当者に卓話を頂きます。
可能であれば「情報誌さるぼぼ」の中でクラブの活動につ
いて投稿する。

会員維持増強委員長

中田 專太郎

【基本方針】
会員の純増 2 名を目標とするが、その
為に例会でのディスカッションその他
にて入会候補者のあぶり出しを出来る
限り詳細にわたって行い、その後、関
連会員の力を活用し入会を勧めて行く。
既存会員の退会防止策を真剣に検討する。
【活動計画】
過去の推薦履歴の整理
平成 27 年 8 月 17 日
入会候補者リストアップの為のディスカッション
平成 28 年 2 月 22 日
当クラブ以外の高山のロータリアンに RC の良さついて
卓話していただく。

＜ニコニコＢＯＸ＞
今年度は何かと行事の多い年度となり、大保木会長、坂之
上幹事には、ご苦労がお有かと思いますが思う存分のご活
躍をお祈り申し上げます。地区幹事の名刺を用意して頂き
ありがとうございました。 高山西ＲＣ 小森 丈一 様
高山西ロータリークラブの小森丈一様のご来訪を歓迎申
し上げます。
理事役員一同
高山西ＲＣの小森丈一様のご来訪を歓迎致します。次期地
区幹事であり、地区大会をよろしくご指導下さい。
伊藤 正隆
小森丈一様ようこそ。7/11 地区大会企画会議に出席され
た皆様ご苦労様でした。今年は全員で鈴鹿へ 11/21・11/22
に出席しましょう。もう、企画書提出まで一年です。皆様
頑張りましょう。
田中 雅昭
誕生日のお花をありがとうございます。花より団子と思い
ましたが、女性には、やっぱり花が良いようです。再確認
しました。ここ２・３に日暑い日続きますが、皆様体調な
ど崩さない様ご自愛下さい。
鶯塚 英雄

小森丈一様のご来訪を歓迎！先日は、女房の誕生日の花を
ありがとうございました。
橋本 修
家の上棟式が無事終わりました。橋本さん、岩本さん最後
までよろしくお願い致します。
三枝 祥一
６泊７日で日赤に居ました。胆石です。内視鏡手術で無事
除去できました。クラブからお見舞いを頂きありがとうご
ざいました。
道下 利一
周先生、大阪の眼科学会お疲れ様でした。アイアンの飛距
離の低下を最近感じ、20 年ぶりにアイアンをカーボンシ
ャフトに変え、勇んで昨日、平林さん、針山さん、椙山さ
んと高山カントリーに行って来ました。腕を替えないとダ
メな事が分かりました。
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
新年度の重要な例会に申し訳ありませんが、本日早退させ
て頂きます。
大原 誠 下田 徳彦

