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＜点 鐘＞
足立 直前々々会長
＜ロータリーソング＞
われらの生業
＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞
＜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
＜会長の時間＞

洲岬

副会長

孝雄 様
田中雅昭

皆さんこんにちは。本日は大保木会長が遅れてみえますの
で、副会長としてお話をさせ
て頂きます。ガバナー補佐の
洲岬様本日はクラブ協議会に
てご指導賜ります様宜しくお
願い致します。
さてダライラマ 14 世が初め
て日本に来日したとき初めて
言われたのが「私たちは肩を寄せ合って生きています。だ
からこの世における私たちの第一の目的は他人の役に立
つ事、他人の役に立てない者でも他人を傷つけてはならな
い」と言われました。我々ロータリアンとして常に他人の
役に立つ事を常に心して行動したいものだと思います。さ
て魅力ある人の周りに人が集まると言われます。相手の喜
びや相手の利益を優先し、恩に着せる事無く又見返りを求
めない人こそ、魅力ある人ではないでしょうか。一人一人
のたとえ些細な魅力であろうとその魅力が結集すること
によって、我が中央ロータリークラブは益々発展し、世の
為人の為に、社会の為に、会社の為に、家族の為に、貢献
できるものと確信しております。

＜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
9 月 １＄＝124 円
・2015-16 年 地区大会のご案内
日 時：11 月 21 日（土）～22 日（日）
場 所：鈴鹿サーキット
（国際レーシングコースエリア）
登録料：10,000 円
○名張中央ロータリークラブより

・創立 20 周年記念誌
○高山西ロータリークラブより
例会変更のお知らせ
9 月 11 日（金）12：30～
ひだホテルプラザ
高山 3ＲＣ合同例会ガバナー訪問例会
10 月 9 日（金）→3 日（土）18：00～
ひだホテルプラザ
台北東海ＲＣ歓迎例会
10 月 16 日（金）→12 日（月）
ホテルアソシア高山リゾート
濃飛グループＩＭ
＜高山青年会議所より＞
・創立 60 周年記念式典及び祝賀会のご案内
日 時：10 月 3 日（土）16：00～
会 場：高山グリーンホテル
登録料：10,000 円
＜飛騨慈光会後援会より＞
・後援会設立 10 周年記念大会のご案内
日時：10 月 24 日（土）13：00～15：00
会場：高山市民文化会館 小ホール

＜ガバナー補佐卓話＞
濃飛グループガバナー補佐

洲岬 孝雄

様

今年の夏は雨が少ないような夏でしたが、ここへきて梅雨
に逆戻りのような天気になりました。
今日でガバナー補佐を拝命して 2 か月になりました。
枕草子の言葉ではありませんが、2 か月経ったというより
もまだ 10 か月あるという実感です。
すべてはじまり、すべて終わるという繰り返しの毎日でし
た。
さて、9 月 12 日の 3 クラブ合同ガバナー公式訪問に先駆け
まして、高山中央クラブさんの活動状況を報告していただ
くクラブアッセンブリーと
いうことでお邪魔しました。
本来なら岡田ガバナーが直
接お伺いして詳細に活動を
うかがうのが本当ですが、
ガバナーの負担をどれだけ
でも軽くするために私が代
役ということになっています。
今は岐阜県と三重県の二つの県で地区を結成しています
が、私がクラブへ入会した頃は富山県と石川県を含めた 4
県で地区を結成していました。
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さかのぼり 60 年くらい前は神奈川県、静岡県、山梨県、
長野県、愛知県を含め 9 つの県で地区が構成されていまし
た。
以前はガバナーが一つ一つのクラブを丁寧に回りクラブ
アッセンブリーも例会後に各委員会と意見を交換されて
いました。したがって、ガバナー訪問も緊張感があり、お
迎えするクラブも気配りしたものです。
現在はそれと比較すると気安いものとなっています。
後程クラブアッセンブリーでみなさまのご報告を聴かせ
てもらいますが、きちっとしたものではなく、アバウトな
アセンブリで終わりたいと思います。
本日はよろしくお願いします。

＜クラブアッセンブリー＞
1.会報委員長
代読 村瀬

祐治

今年度、会報委員会の委員長を務めさせて頂いています谷
口です。
委員会のメンバーは、副委員長に
村瀬さん、委員に三枝さん、道下
さん、和田さん、高橋さん、黒地
さん、今井さん、中田学さん、新
井さんの総勢 10 名です。
活動内容は、例会の報告書である会報をすべての例会にお
いて発行することで、会報のスタイルや例会ごとに委員が
交代で当番を務めること、発行までの作成手順は例年と同
じですが、基本方針を「遅滞なく発行する」といたしまし
た。
その実現のために、先ずは、委員向けに作成してあった、
会報発行までの「作業マニュアル」の表現を一部見直した
り、不足事項を加筆したりしました。
作業において特に大切な事は、スピーチの内容を正確かつ
迅速に文書化する事ですが、可能な限りスピーカーから原
稿を、それもなるべくデジタルデータで入手できるよう、
予めご本人にお願いしておくことがポイントになると思
います。例会ごとに担当の会報委員から依頼があると思い
ますが、その際は快くお引き受けくださいますよう、宜し
くお願い申し上げます。
一年間お世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致します。

2.出席/プログラム委員長

平林

英一

副委員長に坂家賢司さん、委員に長瀬栄二郎さん、鶯塚英
雄さんです。
【基本方針】ロータリアンの基本である、出席義務の確認、
そして、出席率向上を目指します。ロータリー活動の共通
理解と会員相互の交流を深められる有意義なプログロラ
ムを制作します。
【活動計画】今期は、昨年より担当例会を 2 つ多く親睦委
員会協力のもとに 4 月 4 日ボウリング大会、最終慰労例会
の企画、進行を実行したいと思います。
2016 年の地区大会に向けての時間も作りました。2015 年
12 月 14 日島実行委員長、2016 年 4 月 11 日伊藤次期地区
代表幹事の時間です。よろしくお願いします。
2016 年 5 月 23 日には、創立記念例会として最優秀出席率
100％会員夫婦を招待して 5 組、夫婦の記念日にもしたい
と思います。
来年の事ですけど橋本さん、剱田さん、松之木さん、三枝
さん、清水さん奥様にお伝えください。
その他に会員スピーチの時間も予定しています。有意義な
例会の時間にしたいと思います。宜しくお願いします。

3.ニコニコ委員長

高木 純

高橋厚生、中田一男、植木慎吾
年間目標金額 700,000 円、あと 556,000 円
身の回りにある慶次、祝辞、ほんの小さな幸せでもなんで
もいいので、ニコニコの精神で自発的な寄付をしていただ
き、会員間の相互コミュニケーションの場を提供していき
たいと思います。
全委員長の前越さんの意思を継いで、なんらかの表彰をし
ていきたいと思います。
会員にスマイルをもたらすような
楽しいコメントよろしくお願いし
ます。
今年は特に 25 周年記念事業があり
ますので、奮ってニコニコに寄付
をお願いします。

4.会員選考/職業分類委員長

岩垣津

亘

副委員長：冨士井忠男さん
委員：中谷政美さん
会員増強を推進し、新会員として会員に推薦された人の人
格、職業上及び社会的評価などロータリアンとしての適格
性を検討し、所定の手続きを経て適否の判断を理事・役員
会に報告します。
職業分類については、過去の職業
分類を見直して、現代の実態に合
わせた検討をし、新会員の開発を
行う事を目的とします。

5.社会奉仕委員長

都竹 太志

副委員長：下田さん
委員：富士井さん、村瀬さん、西倉さん
【基本方針】今後の地域経済を考え
る上で、様々なものの現状を知り、
我々が可能な限り支援のあり方を
考え実践するためのきっかけをつ
くる事です。
【活動計画】10 月 5 日と 3 月 28 日
の 2 回です。
10 月 5 日は『経済の地域社会の発展』の表題の下、今後益々
女性の社会進出は必死である現状を踏まえ、環境整備に当
たり、高山市の取り組みの現状を探りたいと思います。
3 月 28 日は『母子の健康』の表題の下、ポリオ撲滅をめざ
しロータリー財団としての今後の取り組み状況を財団の
方々からお話をお伺いしたいと思います。

6.環境保全委員長

和田 良博

【基本方針】環境問題で自分たちができる身近な活動につ
いて考えられる事を認識し再確認する事と、世界には 26
億人が安全な水や衛生設備を利用出
来ない現状を理解し、3 月 7 日に「水
と衛生月間」を意識して講師例会を
計画する。
予算は 5,000 円を予定しています。
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7.米山奨学委員長

大原

誠

副委員長：黒地 重雄
委員：中田 一夫・高原 武夫
例会日：平成 27 年 10 月 19 日
場所：ひだホテルプラザ
予算：不要
【基本方針】米山奨学会の目的・事業内容について理解を
深める
【実施内容】「公益財団法人ロータリー米山奨学会」とは
なにか。
事業の成り立ちや幻影記奨学生の声、巣立った学友やロー
タリアンの活躍・活動について、紹介ビデオにより周知と
理解を深める。

併せて、全国のロータリー地区またはクラブからの要請に
応じて、地区大会・セミナー・例会に参加し、奨学生を代
表して、ロータリアンへ米山記念奨学事業の意義と感謝を
伝えたり、自身の活躍を紹介する活動を行う“よねやま親
善大使”についても、活動の紹介ビデオにより理解を深め
る。当日放映ビデオ（予定）
・「ひろがれ！人づくりの輪」
（15 分版）
・「2015-16 年度 よねやま親善大使」
所用時間：25 分

＜ニコニコＢＯＸ＞
２回目の訪問をさせて頂きます。本日もよろしくお願いし
ます。
濃飛グループガバナー補佐 洲岬 孝雄 様
濃飛グループガバナー補佐 洲岬孝雄様のご来訪を歓迎
致します。本日のクラブ協議会ご指導よろしくお願い致し
ます。
理事役員 一同
洲岬ガバナー補佐、本日はよろしくお願い致します。代理
の代理の代理で会長席に座ることに感謝してニコニコへ。
足立 常孝
本日は、ガバナー補佐洲岬様、よろしくお願い致します。
先般、私は眼の手術を行い、その折には皆様方にご心配を
お掛けし、また御見舞を頂き誠にありがとうございました。
順調に回復しております。
田中 雅昭
濃飛グループガバナー補佐 洲岬孝雄様、本日はよろしく
お願いします。私事、血糖値が基準数値になり入院しなく
てもよくなりました。自分なりに努力した結果だと思いま
すが日頃の不摂生を反省して。
松之木映一

ＡＧ洲岬様、ご指導よろしくお願い致します。創立 25 周
年記念事業のメイン行事であります「カタリバ」には、多
数の会員の皆様方のご協力を頂き感謝申し上げます。
橋本 修
濃飛グループガバナー補佐 洲岬孝雄様のご来訪を歓迎
致します。本日、残念ながら仕事で早退します。申し訳あ
りません。
平林 英一
世話のやける娘ヴィクトリアさんに「マスコットのぬいぐ
るみと弓道の弓をノルウェーに送って！！」と頼まれたの
で手続したら￥6200 もかかりました。また、弓は武器な
ので税関でどこかで止められるかもしれないとの事でし
た。無事着いたやら不明です。送料はクラブから援助して
頂きありがとうございました。助かりました。高木 純
昨日は酒巻温泉のそばで一風呂浴びて幸せでした。
内田 茂
本日、GETS ガバナーエレクト研修セミナー出席のため早
退します。すいません。
剱田 廣喜

