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＜点 鐘＞ 会長 大保木正博 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞  

 

 

＜会長の時間＞ 会長 大保木正博 
 

9月 18日剱田ガバナーエレクトと一緒に会長エレクトであ

られる新宮一郎さんをお見舞いして

きました。 

大変顔色もよく、前向きな姿勢が印

象的でした。 

その中で次期会長職について次のよ

うなメッセージをいただきましたの

で披露いたします。 

 

大保木会長様   会長職の件       新宮一郎 
 

ケガをしてから 6ヶ月がたとうとしていますが、会長を

はじめ会員の皆様にはご心配をおかけしています。 

病院生活も長くなりましたが、今は神様が命までとらずこ

ういう時間を与えてくれたのだと思い毎日をリハビリに

専念して体を直そうと思っています。 

仕事も子供たちが頑張っているようなので安心してい

ます。 

何と言っても奥様には感謝です。 

先日、リハビリセンターに転院しましたが 2 ヶ月いて、

1 月末まで中部労災病院、2 月ごろ京都にて手術の予定で

す。 

担当医に相談したところ一人で自立して活動出来るに

は手術後も時間が必要ということでした。 

私自身軽く考えていましたが大変重度だと認識しました。 

今後自立出来るのがいつになるか分からない状態で会長

職を引き受けるのは厳しいと思いますので会長職に関し

てはお断りをさせて頂きたく存じます。 

もっと早く決断すればよかったのですが、会長をはじめ会

員の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い

致します。 

今後自立出来るようになりましたら、一会員として例会

に出席したいと思います。 

 

新宮さんが今冬に入院されてからも、ご本人は復帰して会

長職を務められる強い思いでみえました。私たちも、ロー

タリーの友情をもってみんなでフォローすれば十分可能

であると考えていましたので、今はただ大変残念な思いで

一杯です。しかしながらご本人が決断されたことですので、

その意思は尊重しなければと思います。 

今後はクラブ内規に従い選考委員会によって選考を進め

させていただきます。 

新宮さんの精神力と実に前向きな姿勢に敬服いたしまし

た。みんなで新宮さんの早期回復とクラブへの早期復帰を

お祈りしたいと思います。 

本日はロータリー情報委員会の担当です。 

(用語便覧)におけるその委員会の記載を見てみましょう。 

ロータリー情報委員会 (Rotary Information Committee)  

クラブのロータリー情報委員会は、全会員、特に新会員が、

ロータリーを十分理解し、ロータリー会員の特典と責務を

把握できるよう援助することに力を注がなければならな

い。各クラブは、奉仕の四部門及び効果的クラブの四つの

要素のそれぞれについて、ロータリアン個人の知識を増幅

するようなプログラムをもつべきである。クラブのロータ

リー情報委員会は、幅広く広大な調整責務をもつ重要な高

い地位におかれるものである。従ってロータリー情報委員

会には、考えうる最適任の人を任命しなければならない。 

これを受けて当クラブでは、ロータリー情報委員会の委員

には歴代の会長経験者の方にお願いしています。そして新

会員対象のＩＤＭ及び例会でのロータリーに関する情報

提供を行っています。今日は橋本修創立 25 周年記念事業

実行委員長に記念式典についてお話しいただき、剱田廣喜

ガバナーエレクトにロータリーについてのお話しをして

いただきます。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 

 ・ロータリーレートのお知らせ 

  10月 １＄=120円 

 ・ロータリー財団ニュース ９月号 

 ・東日本豪雨災害義捐金ご協力のお願い 

 ・職業奉仕部門研修セミナー開催のお知らせ  

  日時：10月 11日（日）11：00～  

◆会長  大保木 正博   ◆幹事  坂之上 健一   ◆会報委員長 谷口 欣也  ◆会報担当 谷口 欣也 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1062 回 
55 名 53 名 45 名 － 84.91% 

前々回 

1060 回 
55 名 53 名 42 名 3 名 84.91% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2015～2016 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」 

＜出席報告＞ 
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会場：岐阜都ホテル 

登録料：6,000円 

出席要請者：会長もしくは幹事と職業奉仕委員長 

・ロータリー財団研修セミナーのご案内 

 日時：10月 17日（土）12：00～  

会場：岐阜都ホテル 

登録料：6,000円 

出席要請者：会長エレクトもしくは 

ロータリー財団委員長 

 ・世界ポリオデーについて 

 ・社会奉仕部門委員長より  

「社会奉仕活動の意識高揚のための卓上旗」 

作成について 

○高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  10月 2日（金）高山グリーンホテル 

 創立 50周年記念式典リハーサル 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 186 

＜会報＞ 

 ・可茂ＲＣ 

 

 

＜ロータリー情報委員会＞ 山本委員長 
 

私たちのクラブは、今年、来年と重大な事を抱えています。

まず一つが 25周年、それから、

剱田ガバナーの輩出です。クラ

ブ会員心を一つにして大成功

をおさめなければなりません。

しかしまだメンバーには何を

どうして、どうすればいいのか

をはっきりと掌握していない

のが事実です。 

まず 25周年です。高山 RCが 60年、西 RCが 50年と大変

めでたい年です。これも高山 RC が 10 年の記念の事業に、

西 RCを、西 RCの 25年の記念事業に中央 RCをと当然こう

なるわけです。三つのクラブが同じ年に祝をします。来賓

の方、ロータリー関係の方、どうしても比べられます。ど

うか中央 RCクラブらしい、お祝いともてなしをして頂き

たいと思います。 

また、次の年は、ガバナー年度です。今はガバナーエレク

トとして仕事と、くる年の準備を進めているようです。ど

んな仕事を、そして私たちクラブメンバーは、どのように

お手伝いをすればよいのかをお話しして頂けますようお

願いします。 

 

 

＜ガバナーエレクト卓話＞  

剱田ガバナーエレクト 
 

ガバナーとは 

ロータリーの組織を考えるとロータリークラブの集合体

が国際ロータリー（RI)であり、その管理主体は国際ロー

タリー理事会です。国際ロータリーは世界 34,000 以上の

クラブの直接管理方式を採っています。国際ロータリーは、

各クラブを管理指導するために地理的に纏めた、国際ロー

タリーの出先機関として地区を置き、地区ガバナーを任命

し、地区内のクラブを管理指導するようにしました。地区

ガバナーは、地区における唯一の国際ロータリーの役員で

あります。国際ロータリーの第一の目的は、ロータリーの

目的の推進でありますから、地区ガバナーは、地区内ロー

タリアン又各クラブがロータリーの目的の推進為のサポ

ートする事が第一の責務と言う事になります 

 

ガバナーを輩出したクラブの役割 

ガバナーの仕事として、「地区大会を計画・主宰すること」

「ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）と地区研修協議

会の計画・準備に当たるガバナーエレクトに協力すること」

「公式訪問を行い、個々のクラブと、あるいは複数クラブ

合同で会合を持つこと」「ク

ラブ会長・幹事に月信を発行

すること」「会長またはＲＩ

理事会の要請があれば、速や

かにＲＩに報告を提出する

こと」「ガバナーエレクトに

対し、国際協議会の前に、地

区内クラブ状況について、詳細な情報を提供し、併せてク

ラブ強化策の勧告案を提供すること」「地区内でＲＩの決

まりが確実に実施されるよう計らうこと」「地区内で運営

されているロータリアンのグループ（ロータリー友情交換、

国際共同委員会、世界ネットワーク活動グループなど）の

活動について定期的に尋ねること」「地区で保存すべき文

書をガバナーエレクトに引き継ぐこと」などがありますが

地区内におけるＲＩ役員としての職責を全う出来る様ガ

バナーのホームクラブは、全面的に協力する事が求められ

ます。 

ガバナーのホームクラブは、奉仕活動も会員増強もしっか

りやり元気で魅力あるクラブであることが一番だと思い

ます。 

 

 

＜創立 25周年について＞ 橋本委員長 
 

1.登録料（ご協力）御礼 

1.案内状発送 OB会員 10年前まで在籍（11人） 

1.出欠の〆切 10月 14日 

[9月 11日(金)に案に案内状渡す(ガバナー訪問)等] 

1.平塚湘南 RCより 会員 23名、婦人 8名、事務局 1名  

計 32名 

1.記念式典 記念講演、祝賀会として打合せ進行してきた 

点鐘に始まって点鐘で終わる 

＜案内状＞記念例会 PM2：30 

祝賀会 PM5：40 

1.今後の日程 

10月 5日(月)例会前 11：00～全体会議 

11月 2日(月)    〃 

11月 9日(月)担当例会(各委員会毎 ミーティング) 

(全体説明) 

11月 12日(木)リハーサル 

11月 13日(金)準備 

11月 14日(土)記念例会 

11月 15日(日)平塚湘南 観光及びゴルフ組 

記念誌 

平塚 RCの交流会 

1.会員夫人のお誘い(観光コースに同伴？) 

(昼食会のみ参加 OK？) 

1.着物は必要ございません 

1.夫人の席についてはそれぞれの要望に応える努力いた

します 
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＜ガバナーエレクト事務局について＞  

伊藤次期地区代表幹事 
 

現在、剱田ガバナーエレクトのもと、代表幹事・伊藤正隆、

会計幹事・前越路子、幹事・三枝祥一（事務局長）、岩垣

津亘、橋本修、清水幸平、大保木正博、松之木映一、住宏

夫、小森丈一、地区大会実行委員長・島良明で事務局体制

を組み、準備をしています。 

今後高山で行われる大きな会合では、我高山中央ロータリ

ークラブにも前面的なご協力をいただきたいので宜しく

お願いいたします。平成 28年 3月 12～13日の会長エレク

ト研修セミナー、4月 17日地区研修協議会、そして 10月

22日～23日の地区大会、この 3大行事（セミナー）は特

に重要でご協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

あと少し！ナイジェリアでポリオ終息宣言。残るは、パキ
スタンとアフガニスタン。ポリオ撲滅に向けて・・・あと
少し。 田中 雅昭 
 

昨日 27 日には、妻の誕生日の花をありがとうございまし
た。すっかり忘れていたら子供たちもお花で気が付き祝っ
てくれました。 坂家 賢司 
 

9/13 高山 5 クラブゴルフコンペにて準優勝させて頂きま
したので。 三枝 祥一 
 

 
 
 
9/27 高山カントリ―にてとても嬉しい 1 日でした。パー
が１２も、初めての経験でした。新しい道具のお陰か、練
習の成果か。一回で終わらない様にしたいです。  

平林 英一 
 

10 月 1 日から高山市の指定金融機関が飛騨信用組合に変
わります。大原理事長、よろしくお願いします。 
 西倉 良介 
 
本日、所用で早退させて頂きます。 
 冨士井 忠男  岡﨑 壮男 


