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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
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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
＜本日の来訪者＞
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐 洲岬

＜会長の時間＞

会長

孝雄 様

大保木 正博

先週末土曜日に地区役員の引継ぎ会が行なわれ、剱田ガバ
ナーエレクトをはじめ、伊藤次期地区代表幹事並びに次期
地区幹事の皆さんと一緒に参加してきました。参加されま
した皆さんお疲れ様でした。いよいよ剱田ガバナー年度が
始まります。地区旗も伝達を受けてきました。クラブ全体
で盛りたてていきましょう。
今月のロータリーの友 6 月号の縦組ページの「わがま
ち・・・そしてロータリー」の中で福島県南相馬市の南相
馬ロータリークラブが取り上げられています。2007 年の創
立で現在 9 年目のクラブです。クラブの生い立ちは波乱万
丈です。
創立 4 年目で東日本大震災と原発事故に遭遇され、
そんな中今年度はなんと第 2530 地区のガバナーを出して
みえます。
震災当時クラブ会員は 25 名、現在地区代表幹事を務める
川崎博祐さんがクラブ幹事で会員の安否確認もままなら
ない中、
ようやく 1 ヶ月半後に理事会が開けたといいます。
その川崎さんも海から 500ｍほどの実家が津波に飲み込ま
れ、父や兄など 5 人を亡くされ、兄さんはいまだに見つか
っていないそうです。
震災から 9 ヶ月がたった 12 月、ジャズトランペッターの
日野皓正カルテットのライブが、
南相馬 RC と東京杉並 RC、
東京青山 RC の主催、市内の原町 RC、原町中央 RC の共催で
行なわれました。
時の会長の宮城
住夫さんは、
「あ
のライブで私た
ちも何とか自信
を取り戻したと
ころがあるかと
思います。
」と答
えられています。
震災から 5 年た

った現在も復興はままならず、都会に避難していた若い働
き手は実質戻っていないようで、人手不足が深刻でコンビ
ニの時給が 1500 円でないと集まらないなど大変なようで
す。
しかしながらそうした中、新人の野口美佐子さんは去年南
相馬市で開かれた第 2530 地区の地区大会が大変印象的だ
ったといいます。
「この町に 1000 人以上も集まって、あん
なことができるんだ。感動しました」と言われています。
創立わずか 9 年目でガバナーを輩出され、地区大会を開催
されました南相馬クラブは来年創立 10 周年を迎えられま
す。酒井ガバナーは「新しく誕生したクラブとして再スタ
ートのきっかけになればいい」と常に真摯で前向きです。
他方で、同じ南相馬市の小高 RC は震災と原発事故で全会
員が避難され、クラブ運営ができず一昨年 6 月で創立 36
年をもって解散されています。また同じ地区の浪江ＲＣは
避難しながらも存続しています。思いを残しながら消えた
クラブと続くクラブ、それぞれの深い事情があります。
世の中のことは森羅万象無常が常です。しかしながら、苦
難をそして変化を受け止め、夢をもって前に向かっていく、
その時全ての将来は開けるのではないでしょうか。
次年度私たちのクラブが主管する第 2630 地区 地区大会が
それを実感できるような機会となることを祈ります。
本日と次週は今年度を締めくくるクラブアッセンブリー
です。よろしくお願いいたします。

＜幹事報告＞

幹事 坂之上 健一

＜高山市青少年育成市民会議より＞
・「高山市少年の主張コンクール」開催のご案内
日時：６月２６日（日）１３：３０開演
会場：高山市民文化会館小ホール
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さんに熱く語っていただきました。卓話からいろいろな刺
激を頂きました。

＜ガバナー補佐訪問＞
洲岬 孝雄 様
一年間ガバナー補佐を務めさせていただきました。無事終
わることができましたことに
お礼申し上げます。また、高山
中央ロータリークラブ創立 25
周年記念式典・懇親会に出席さ
せて頂きました。皆様のご配慮
と素晴らしく開催されたこと
を喜ばしく思っております。
来年度は剱田ガバナーが誕生いたします。地区を挙げて応
援させて頂きます。また高山中央ロータリークラブはたい
へん活発な活動をされておられます、益々発展したします
ことをお祈りいたします。

＜クラブアッセンブリー＞
クラブ管理運営委員長
高原

清人

｢高山中央未来委員会と創立 25 周年実行委員会のサポート
を行う｣ことを目的とし活動いたしました｡
本年特筆すべきは､創立 25 周
年記念事業と記念式典を成功
裏のうちに終了できたことで
した。橋本実行委員長のリーダ
ーシップのもと、会員一同が一
致団結し、まさに中央ロータリ
ークラブらしい 25 周年となり
ました。この結束力で次期地区大会を成功させましょう。

クラブ奉仕委員長

田中

雅昭

基本方針として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・二コニコ・ロータリー情
報の７委員会統括をさせて頂きま
した。
2.創立 25 周年事業に対し、７委員
会と共に協力いたしました。
活動報告として
1. 創立 25 周年事業カタリバ 8/23（日）
、式典 11/14（土）
に対し協力しました。
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
実践できるように支援いたしました。

会員基盤増強維持委員長

山本

辰男

クラブの基本強化と体力強化を進める。会員維持増強委員
会と会員選考/職業分類委員会の連
携を図るコンセプトに進めてきま
した。
メンバーの協力で多数の新会
員さんを迎えることができました
ことに感謝申し上げます。
まだ保留
になっておられる方も多くおられ
ますので、
会員増強を進めていけれ
ばと思います。

会場監督

足立

基本方針は、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｣
担当例会は、平成 28 年 1 月 25 日に
会員スピーチを開催しました。若手
会員の長瀬栄二郎さんと高橋厚生

常孝

壮男

例会が支障なく整然と行われるように、会場準備・監督を
行ってきました。
例会に私語が多い例会がありましたので、「お静かに」看
板を使わせていただきました。
今年度は下記の項目で運営して
参りました。
・例会の準備及び片付けは、グ
ループ当番制で行う。
・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､ご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、担当委員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

この委員会の特質は、3 ヵ年を 1 クールとし活動をしてい
ることです。これを踏まえ今年度の基本方針としては、CLP
の一部導入後の活動を検証し、今後当クラブが活力にあふ
れ大いに発展するような提言をいたしました。継続事業の
取り組みを中長期的なビジョンの元に活動の展望を検証
します。
前任の中田学委員長の３ヵ年の報告書を元に、平成 27 年
12 月 7 日に例会を開催しました。
報告書の説明をし、CLP や長期計画がいかに大切なかの理
解を深めて頂きました。
また、次なるステップとして、会員対象のアンケートを実
施し、次年度以降の貴重な資料とさせていただきました。

創立 25 周年実行委員長

橋本 修

2 年前になりますが、平成 25 年 10 月 25 日に第一回準備委
員会を開催して以来丸二年間
という長きにわたりました。そ
の間各委員会が熱心な取り組
みを頂きながら委員長さんの
協力なリーダーシップを発揮
して頂き万全な状況で 27 年 11
月 14 日を迎えることができま
したことに心より感謝申し上
げます。またこのために毎年積み上げてきました貴重な資
金を有効活動し、青少年育成を念頭に入れた意義あるプロ
グラムが実施されましたことに対しても重ねて御礼申し
上げます。心に残る・記憶に残る記念事業となりました。
最後になりましたが、ご来賓の皆様にご臨席を賜り、また
遠く平塚より駆けつけて頂きました、平塚湘南ロータリー
クラブの皆様方本当にありがとうございました。

親睦活動委員長
職業奉仕委員長

岡﨑

岩本

正樹

事業活動は毎月のお祝いのほか、8 月 1 日に納涼例会、12
月 21 日に忘年例会、1 月 11 日に新
年例会、2 月 1 日に節分例会、5 月
25 日には、フランスのロータリアン
合同の新緑例会を開催しました。
総予算は 55 万円でしたが何とか予
算内で運営することができました。
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創立 25 周年にあたり平塚湘南ロータリークラブとの交流
を通し友愛・親睦を深めました。
平成 27 年 11 月 14 日には、創立 25
周年記念事業に湘南ロータリーク
ラブが来訪されゴルフ・観光をいた
しました。
平成 28 年 2 月 19 日に平塚湘南ロー
タリークラブ創立 25 周年記念事業に伺いました、式典例
会・ゴルフ、観光に参加して交流をいたしました。

のこと、会長をはじめ、各スピーカーの皆さんが概ねその
原稿を作成していただいていたお陰で、特に遅滞すること
なく、会報を発行することが出来ました。
最後に、会報委員会の皆さん、会報発行のために原稿をご
提供くださいました会員の皆さん、そして、お仕事とは言
え、受け取った原稿や写真データを基に会報を編集し、そ
れを印刷したり、ホームページにアップしたりの作業を、
一年を通して遅れることなく、毎週繰り返し行っていただ
きました、ディックナレッジテクノの久々野会員に感謝を
申し上げ、今年度会報委員会の活動報告とさせていただき
ます。一年間、どうもありがとうございました。

会報委員長

会員維持増強委員長

友好クラブ交流委員長

谷口

清水

幸平

欣也

今年度は、まず初めに、わかりにくいと思われる表現内容
を中心に見直しをして、「会報マニュアル」を改訂いたし
ました。特に、ゲストから原稿をいただく場合は事前に担
当委員長に相談することや、カメラ操作における注意事項
など、重要な内容にはアンダーラインを入れるなどして、
注意喚起しました。
最終的に 44 回開催されることにな
る今年度の例会を、10 名の委員で
分担して、委員一人 4～5 回、会報
の作成に携わっていただきました。
委員の皆さんのご尽力はもちろん

中田 專太郎

会員の純増 2 名を目標でしたが、2 名の退会者がありまし
た、最終的には 5 名の新会員を迎えることができました。
皆様のご努力で目標を達成することができましたありが
とうございました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
一年間大変お世話になりました。
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。一年間ご指導ありがとうございました。
理事役員一同
洲岬孝雄ガバナー補佐、一年間ありがとうございました。
欲しかったビンテージバイクの買付予約が取れましたの
で。
大保木 正博
6/11 地区役員引く継ぎ会が無事終了して参りました。次
年度、皆様どうぞよろしくお願い致します。今、回ってい
るのがガバナーバッジです。一年間金庫で保管しますので
ご覧ください。
伊藤 正隆
ガバナー補佐洲岬孝雄様、一年間ご指導ありがとうござい
ました。先日の地区引き継ぎ会出席の皆様ご苦労様でした。
松之木 映一
洲岬孝雄様のご来訪を歓迎致します。一年間ご指導ありが
とうございました。また、先日はＩＤＭの講師の皆様ロー
タリーに対しての博学ぶりと情熱に感謝して。
山本 辰男
洲岬孝雄様のご来訪を歓迎致します。一年間、ご指導あり
がとうございました。さて、昨日のはぐるま会で準優勝を
しました。スコアーに嬉しくてニコニコへ。 平林 英一
地区役員引継ぎ会も終了し新年度まで 20 日を切りました。
身の引き締まる思いであります。同行下さいました地区幹
事・事務局の皆様ありがとうございました。 剱田 廣喜
鈴鹿の地区大会記録誌にピンボケした顔写真が使われて
いました。たまには喜んで協力します。
熊﨑 元康

私用にて、はぐるま会をドタキャンしました。すいません。
特にいいことはありませんがニコニコの為にニコニコへ。
高木 純
6/9、山本委員長のご尽力の下、新メンバーに向けてのＩ
ＤＭ合同勉強会を開催して頂きました。剱田ＧＥ・大保木
会長をはじめ、委員の皆さまからロータリークラブの歴
史・組織・精神などを深く丁寧に教示頂き改めて入会出来
た事に背筋が伸びる思いがしました。また、その後の懇親
会で皆様と親しくお話しができとても収穫です。特に感動
したのが「めでた」の唱和です。これまで数えきれないほ
ど「めでた」を聞いて来ましたが、さすが高山の企業を牽
引するトップの方々の力強く、美しく、品格のある「めで
た」でした。締めの島委員の「右肩上がりの三本締め」は
どのようにリアクションしてよいのやら、今後の課題も残
りましたが楽しい一時をありがとうございました。
阿部 眞澄美
先日のＩＤＭでは、誠にありがとうございました。
海老沢 玲子
先日のＩＤＭには新会員の皆様、ご苦労様でした。お酒も
入り色々と話もできとても良いＩＤＭとなりました。二次
会では大保木会長、ごちそうさまでした。 坂之上健一
6 月の結婚記念日祝いの品を頂きありがとうございまし
た。
仲谷 政美
先週は、誕生日プレゼント頂きましてありがとうございま
した。
古橋 ひと実
妻の誕生日のお祝い、結婚記念日お祝いありがとうござい
ました。取りあえず夫婦の仲が良い事に感謝してニコニコ
へ。
黒地 重雄

昨日のはぐるま会、楽しくプレーさせて頂きました。同伴
の島さん、平林さん、足を引っ張りゴメンナサイ。私は目
標の 100 を切り、そんなもんか!!
中田 一男

先日は、結婚記念日と誕生日祝いを頂きありがとうござい
ました。また、はぐるま会で良い事がありましたのでニコ
ニコへ。P.S 丹生川中学校での「出前講座」に多くに会員
の皆様に参加頂きありがとうございました。 田中 雅昭

昨日のはぐるま会で久しぶりに島様に授業料を頂きまし
たので。
三枝 祥一

本日、早退させて頂きます。

冨士井

忠男

