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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
1057 回

55 名

53 名

46 名

－

86.79%

前々回
1055 回

55 名

53 名

34 名

9名

81.13%

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 高橋 厚生

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
われらの生業

＜会長の時間＞

会長

大保木

正博

先週 8 月 8 日の「飛騨組子作り」は大変盛り上がり終了す
ることができました。当日私
は結婚式のため参加するこ
とが叶わず誠に申し訳あり
ませんでした。御協力いただ
きました皆様に厚く御礼申
し上げます。高山工業高校の
生徒さんと協力して地元高
山の伝統工芸技術に親子で
親しんでもらう企画として今年で 3 年目となります。今年
は特に後継者不足が危惧されております寄木細工組子を
題材に選びましたが、参加された親子の皆さん、協力いた
だいた高山工業高校生徒の皆さんの心に残り、貴重な飛騨
の伝統工芸・技術が伝承されていく一助となれば幸いです。
今後も高山中央ロータリークラブの重要事業として次年
度以降も継続されることを望みます。
私は私事で恐縮ですが姪の結婚式で青森へ行ってきまし
た。「ねぶた」の時期に合せて式の日程を決めたというこ
とで、
「ねぶた」を、見ることができました。
青森市の「昼ねぶた」と「ねぶたの海上運行」も立派です
が、特に五所川原市の「立ねぶた」は初めて見ましたが、
高さ 23ｍ・重さ 19ｔの威容とみごとさは目を見張るもの
がありました。
ねぶたの立派さはもとより、五所川原出身の吉幾三さんを
はじめ参加されている地元の皆さんの弾けんばかりの熱
気と迫力に圧倒されました。人口 57,000 人ばかりの町で
住民の全てが参加しているのではと思うくらいの人数の
多さと、その人たちの汗だらけになりながら満足感に満ち
溢れた笑顔は最高でした。
同じ雪国ではありますが、「静」の高山の祭りとは反対の
「動」の祭りでした。豪雪地ゆえに短く過ぎ行く夏に弾け
るのかなと思います。
皆で参加し皆で盛り上げることで更に地域の絆が強まる
であろうと、こうした参加型の行事の大切さを体感してき
ました。
私たちのクラブも、創立 25 周年記念事業をはじめ今から
多くの行事があります。こうした行事に際しては、メンバ

ー皆が参加して、盛り上がり、終わったときに皆が達成感
を感じる、そしてクラブの絆が強まる、そんなクラブ運営
を目指したいと思います。
これこそが会員増強と維持に繋がる道だと思います。ご協
力を宜しくお願いします。

＜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
・ロータリーレート
8 月 1＄＝124 円
・特別月間名称変更のご案内
8 月 変更前=会員増強・拡大月間 →
変更後＝会員増強・新クラブ結成推進月間
・財団ニュース 8 月号
○高山ロータリークラブより
・濃飛グループＩＭ開催のご案内
日時：10 月 12 日（月・祝）10：30～
会場：ホテルアソシア高山リゾート
・例会変更のお知らせ
9 月 10 日（木）→11 日（金）
高山 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会
会場：ひだホテルプラザ
○高山西ロータリークラブより
・高山 3ＲＣガバナー公式訪問例会のご案内
日時：9 月 11 日（金）12：30～
会場：ひだホテルプラザ
○美濃加茂ロータリークラブより
・クラブ週報のメール配信について
○可児ロータリークラブより
・創立 40 周年記念式典出席のお礼と記念誌
○米山梅吉記念館より
・館報 2015 秋号
・賛助会ご入会のお願い
・秋季例祭のご案内
日時：9 月 12 日（土）14：00～
会場：米山梅吉記念館ホール
＜活動計画書＞
・平塚湘南ＲＣ ・可児ＲＣ
・美濃加茂ＲＣ ・下呂ＲＣ
＜会報＞
・美濃加茂ＲＣ
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総務部長

＜本日のプログラム＞
創立 25 周年委員会 実行委員長

橋本

修

創立 25 周年事業につきまして、皆様には、ご協力賜りあ
りがとうございます。
一連の事業における登録料と
して、15,000 円/人をお願いい
たします。
また、ご夫人の登録につきまし
ては、後日、ご案内させていた
だきます。

記念事業委員会

委員長

下田

徳彦

8 月 23 日の 25 周年事業「カタリバ」
「松永知恵美写真展」
についてご連絡します。
○「カタリバ」につきましては、
高山市教育委員会が主催と
なります。高山中央ロータリ
ークラブとしては、会場設営、
セレモニー司会等を行いま
す。
○「松永知恵美写真展」につきましては、高山中央ロータ
リークラブ主催となります。
会場設営、受付などをお手伝いいただきます。会場は、
高山市民文化会館 3Ｆです。
松永氏との打ち合わせが、前日となりますので、詳細
につきましては、当日のご説明となります。
○当日の例会は、「カタリバ」の休憩時間に合わせ、11：
40～12：40 と変則的な時間となりますので、ご注意く
ださい。
○当日の服装は、クールビズに本日お配りしたジャンパー
となります
○準備、受付等終了後、お時間のある方は、できるだけ、
「カタリバ」の見学をお願いします。

永家 将嗣

皆さんこんにちは、下田委員長
の補足としてカタリバと松永智
恵美さんについてお話しします。
｢カタリバ｣の授業は、主に高校
生の進路意欲を高めるために行
われる学習プログラムで、授業
を担うのは大学生や新人の社会
人などのボランティアスタッフ
です。現在の高校生は「自分が参加しても社会は変わらな
い」と 68.3％が思っています。そして大学生や新人の社
会人がかかわることで高校生に本音で話してもらえるナ
ナメの関係が出来、こんな大人になりたいという憧れ目標
へと背中を押してくれるそんな授業です。今回はこれを小
学生高学年と中学生を対象に西高校の生徒さんにボラン
ティアスタッフとして授業をしてもらいます。会員の皆様
も是非授業の様子を覗いてみてください。
また松永智恵美さんは子供が誕生する写真を数多く撮影
してみえて命の大切さを発信して見える写真家です。NHK
でも取材を受けられたり東濃地区では保健科の教科書に
写真が掲載されています。
飛騨市では教育委員会が中心となり下呂市でもボランテ
ィアが中心となり写真展が開催されています。

会員維持増強委員会

委員長

中田

專太

会員の維持増強のため、皆様に
ご協力いただきたく、お時間を
取らせていただきました。
現在、2 名以上の純増を呼び掛
けているところです。その為、
各テーブルにて、我々の
仲間にしたい方をリストアップ
してください。
なお、本日のみでなく、ふさわしい方につきましては、ご
連絡ください。
～～～～～ 各テーブルにて、各々意見交換 ～～～～～
皆様のご協力により、
「21 名」の候補者があつまりました。
ありがとうございます。

＜8 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
岩垣津 亘
前越 路子

Ｓ２９年
Ｓ３１年

＜夫人誕生日＞
谷口 欣也
長瀬栄二郎

とも子
まり子

８月２６日
８月２６日

＜結婚記念日＞
島
良明

Ｓ５０年８月１５日

８月 ４日
８月２８日

＜ニコニコＢＯＸ＞
島さん、富士山初の 12 支コンプリートおめでとうござい
ます。更なるギネス記録を目指して高期高齢者の星となる
よう頑張れ！！ 8/15 のお盆には、毎年、子供たちの家
族総勢 18 人全員が集まり、恒例の食事会です。大勢で大
変ですが、行きたくないと言われるよりは・・・まぁそん
なもんか。
中田 一男

次回にはたくさんのニコニコ参加を期待して。 高木 純

