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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＞
＜会長の時間＞

会長

大保木 正博

抽象的な職業奉仕の話ではなく、もっと具体的な話を時間
をかけて聞く、また話し合う機会が必要だと感じています。
職業奉仕とは具体的にどういうことを指すのか、またどの
ように実践するのか等といったところを明確にしていく
活動をすべきと思います。現役の企業経営者が多い当クラ
ブではなおさらのように感じます。
2680 地区の田中毅パストガバナーは「ロータリーの危機」
の中で「毎週 1 回の例会は会員相互が職業上の発想の交換
を通じて親睦を深めると同時に奉仕の哲学を研鑽する生
涯学習の場でもあります。
」と仰っています。
米山梅吉翁は「ロータリーの例会は人生の道場」と述べら
れています。
かつてアーサー・シェルドンが職業奉仕の理念をロータリ
ーに導入した当時、例会において職業奉仕について熱心な
議論が交わされたといいます。
例会において、職業奉仕についての理念や具体的な実践手
法等が語られてこそ、ロータリーの例会は人生道場たりう
るものと考えます。
またそうした例会が実践されたとき初めてロータリーク
ラブは真の「入りて学び出でて奉仕せよ」を標榜する団体
として永く繁栄し、続くことでしょう。
ロータリーは変わらなければならないといわれています。
我々高山中央ロータリークラブも、ロータリーの原理原則
は不易なものとして変えることなく、他方で社会の変化と
ともに変えるべきところは大胆に変えていくことが必要
だと思います。
クラブの将来に向けての更なる繁栄と発展を願い、会長職
を終えるにあたり敢えて苦言を述べさせていただきまし
た。
ご静聴ありがとうございました。

今年度私が会長をさせていただき通常の例会形式では本
日が最後となります。
皆様への御協力御礼と挨拶は最終例会
でさせていただきたいと思います。
今日は私の考える今後の高山中央ロー
タリークラブの有り様について思うと
ころを述べさせていただきたいと思い
ます。
私見であること、並びに今期私も会長職にありながら実践
できなかったにも関わらず、今後のために敢えておはなし
させていただくことをご容赦願います。
過去ロータリーには 4 回の危機があったと言われています
が、現在もロータリーは全体に会員が減少していることか
ら危機感を持つことが必要と言われています。幸い我がク
ラブは会員数が増加傾向にありますが、決して現状に甘ん
ずることはできないと感じています。
高山中央ロータリークラブは創立から 25 年四半世紀を過
ぎ、会員の年齢構成も大きく変わりました。それと共に、
会員それぞれの価値観も多様になってきていると思われ
ます。
我クラブは大変まとまりがいい、仲がいいといわれていま
すが、私もそう思っています。しかしながら今後クラブを
発展存続させていくには、それだけでは不足で、ロータリ
ーたりうる根本・基本の部分をしっかりとクラブ内で共有
＜幹事報告＞
幹事 坂之上 健一
することが必要だと思っています。
職業奉仕が一番大切で根本だといわれますが、私もそう思
◎国際ロータリー第 2630 地区次期ガバナーより
います。しかしながら、例会では既定メニューをこなすこ
・2016-17 年度ロータリー財団セミナーのご案内
とが主となっており、職業奉仕についての、それ以上の勉
日時：7 月 24 日(日)12:00～16:30
強の機会は設けられていないのが実情です。
会場：岐阜都ホテル
親睦が基本ですが、ロータリーを理解しその理念に共感し、
出席要請者：次期会長・次期ロータリー財団委員長
実践するためには、こうしたロータリーの根本をしっかり
○ロータリー米山記念奨学会より
学ぶあるいは議論する機会も設けるべきだと思います。
・ハイライトよねやま 195
現在のクラブの活動に対し私と同じような思いをお持ち
○高山ロータリークラブより
の会員の方は少なくないと思います。入会から日の浅い方
・例会会場一時変更のお知らせ
は特にそうした想いが強いのではないか、物足りなさを感
7 月 7 日(木)ホテルアソシア高山リゾート
じてみえるのではないかと考えています。
7 月 14 日(木)十六銀行高山支店
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7 月 21 日(木)十六銀行高山支店
・会報
＜益田清風高校より＞
・アジア・アフリカ救援衣料回収・募金活動＆東日本大
震災援助物資回収
活動＆熊本地震救援募金活動について
日時：7 月 10 日(日)8:30～11:30
場所：益田清風高校 向学館前
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」における街
頭啓発活動出役の依頼
日時：７月１日（日）16:30～17:00
・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～
会場：高山市民文化会館 小ホール
＜ウエスト・ウインド オブ セッションより＞
・今週のヒットパレード in 石巻 協賛のお礼
＜高山市市民活動推進課長より＞
・高山市男女共同参加講演会開催のご案内
日時：７月２３日（土）13:30～15:00
会場：高山市民文化会館 3-11

＜クラブアッセンブリー＞
出席/プログラム委員長
平林

英一

今年度は創立 25 周年、2016 年地区大会に向
けてのプログラムなどを含め例年より多い
8 日の活動例会です。最終日が 6/27 の最終
慰労例会です。当日の食事が楽しみです。4/4
ボーリング大会も新入会員の参加もありと
ても盛り上がりました。
また、5/16 の創立記念例会の最終出席率 100％の会員夫婦
招待。そのお蔭か、みなさんとても美味しいお肉の昼食が
頂けました。奥さんにも大変喜んでいただきました。そし
て 19 代会長橋本修さんと剱田廣喜ガバナーエレクトの「ロ
ータリーと夫婦」「ロータリーと家族」の卓話が心温まる
お話でありました。
出席委員会では 4 人の委員が当番制で滞りなく出来たと思
います。
次年度第一例会で修了出席会員の表彰があります。楽しみ
にしてください。

青少年奉仕委員長

中田

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。
当クラブの地域における個性を大切にしていくと考えて
います。
【活動内容】
7 月 15 日「出前講座」
中山中学校 15 名 講師 大保木会長にメインスピーカー
174 名の生徒
11 月 2 日「インターアクトへの理解を深める例会」
下呂 RC、地区青少年交換委員長の向井 龍三さん
益田清風高校 担当先生 今井 りえ子先生
活動についてのご説明→クラブとして共同スポンサーと
なったこと、難民への救助物資の回収・送り出しに協力
5 月 2 日「出前講座・実施報告例会」
実施保国、委員の熊﨑さん、井下さんから所感
先日 6/10 来期の前例として実施された下田委員長の丹生
川での出前講座に繋げていく事が出来た。
クラブの地域の貢献、奉仕の柱として青少年へのアプロー
チを今後皆さんに大切にいて頂き有意義で楽しい活動を
展開して頂く事をお願いします。

広報/雑誌/IT 委員長

周

信夫

平成 28 年 2 月 15 日担当例会に(株)中広 阿
部 眞澄美様を講師にお招きして地区みっ
ちゃく生活情報誌「月刊さるぼぼの使命」
につき卓話を頂きました。メディアを通じ
て地域を元気にしていく姿勢に共感いたし
ました。今後のクラブ広報活動の参考にな
りました。

ニコニコ委員長

高木

純

身の回りの慶次、祝辞に思いを馳せて、ニコニコボックス
に寄付をいただくわけですが、最後の 1 ヶ月で目標金額 70
万円をクリアーできることになり、ありが
とうございました。責任をとらなければい
けいかないかなあと思っていましたが、何
とか大丈夫のようで、安心しました。
来期におきまして、ニコニコに功績があっ
たかたに表彰を行います。女性会員が増え
たこともあり、女性新人賞を設けましたの
で、後１回の例会がありますので、よろしくお願いします。
一年間ありがとうございました。

ロータリー情報委員長

山本 辰夫

【基本方針】
会員ロータリーの知識を深める情報を提供する。
新会員を中心に、ロータリーの勉強会（IDM）を行う。
【活動内容】
9 月 28 日 剱田ガバナーエレクトに、最新のロータリー情
報のお話を頂きました。
5 月 9 日 新会員の皆さんにスピーチをして頂きました。
6 月 9 日 新会員を中心に会員基盤維持・増強委員会と共
同で IDM を開催しました。沢山の方にテー
マを押し付けてお話をして頂きました。感
謝します。
又、新会員入会時にオリエンテーションを
開催しました。

社会奉仕委員長

都竹

太志

【基本方針】
今後の地域経済を考えるうえで、様々なものの現状を知り、
我々が可能な限りに支援のあり方を考え実践するための
きっかけを作る。
【活動内容】
10 月 5 日 「経済の地域社会の発展」
今後益々女性の社会進出は必須である現状
を踏まえ、環境整備にあたり高山市の取り
組み状況を知る。
講師：国際ロータリー第 2630 地区 ポリオ・プラス小委
員会委員長 杉山 克様（津北 RC）
『ポリオ撲滅』

環境保全委員長

和田

良博

【基本方針】
環境問題で、自分たちが出来る身近な活動
について考えられる事を認識し再確認す
る。世界には安全な水や衛生施設を利用で
きない人が多くいる現状を理解する。
【活動内容】
平成 28 年 3 月 7 日がロータリーの定めた「水と衛生月間」
です。地元高山市所水道課の村田課長様に「高山市の水道
事業の現状」と題し卓話を頂きました。「水源の種類」や
「水源地域保全条例」それに「水循環基本法」等で水源確
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保の法律が整備されている事などの説明をして頂きまし
た。最後に「命を繋ぐ水」の安全確保に邁進されていると
の卓話でございました。

国際奉仕委員長

久々野

国良

平成 27 年 9 月 7 日 NPO 法人「ムラのミライ」常理事
塚 由美子様 卓話「ネパールの現状」
平成 28 年 2 月 8 日
(株)スイング代表 小澤 様
卓話「ベトナムへの支援のあり方や現在の
教育事情等」

ロータリー財団委員長

今井

大

俊治

【基本方針】
ロータリー財団委員会の役割と責務を理解し、クラブにお
ける会員の理解を邁進する。
【活動報告】
委員会では、2015 年 10 月 26 日に担当例
会開催させて頂きました。
卓話講師として、地区ロータリー財団部門
補助金小委員会の委員長 原 正昭様（大垣
中 RC）と、委員の野原 佳子様（岐阜薄墨 RC）をお招きし
て、補助金の財源やシェアシステムおよびグローバル補助
金のしくみについて細かくご説明頂きました。
また会員の皆様のご協力により、ポリオプラスプログラへ
の寄付を推進するとともに、ロータリー財団念じ寄付一人
当たり 100 ドル以上を達成する事が来ました。
また、グローバル補助金については、ムラのミライ様と地
区の委員会と相談しながら次年度委員長の永井信次さん
に引き継ぎしたいと思います。このプロジェクトは、ネパ
ール・カトマンズの住民を対象に、地域で取り組むゴミ分
別、回収の仕組み作りや実践を支援するもので、これを通
じて地域主体の環境保全活動の実現、およびカトマンズの

ゴミ問題の解決に寄与し、安全な水へのアクセスを実現し
ようとするものです。
一年間、委員会及び会員の皆様のご協力の下委員会活動を
行う事が出来まして感謝しております。どうもありがとう
ございました。

米山記念奨学委員長

大原 誠

【基本方針】
米山記念奨学会の目的・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記念奨学会」とはなにか。
Power Point で同奨学会の概要について、プレゼンテーシ
ョンを行い、併せて、同奨学会の紹介ビデオにより、事業
の成り立ちや現役奨学生の声、巣立った学友やロータリア
ンの活躍・活動状況と“よねやま親善大使の活動概要につ
いて、周知と理解を深めました。
当日放映ビデオ
・「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】
“よねやま親善大使”とは・・・
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

職業分類/会員選考委員長

岩垣津

亘

本年度、担当例会はありませんでしたが、4 名の女性と 1
名の男性が入会されましたが、委員会の基本方針でありま
す、会員に推薦された方の人格、職業及び社
会的評価等をロータリアンとしての適格性
を検討した結果、どの方も申し分ない方ばか
りでした。今後ロータリアンとして活躍され
る事をおねがいしまして報告にかえさせて
頂きます。

＜ニコニコＢＯＸ＞
6/10 丹生川中学校の出前講座では、全体講演を担当頂い
た平川さんを始め多くの皆様にご協力頂きありがとうご
ざいました。受講した生徒にとっては有意義な事業であっ
たと確信しています。
下田 徳彦
本日、最後の理事も終了しました。メンバーの一人として
一年間よく持ったと自分を褒めてニコニコへ。
久々野国良
長い間ありがとうございました。

永田 富次

入会させて頂いて 4 か月弱経ちました。何とか皆様に付い
て来ておりますが、これからもご迷惑かける事もあると思
いますがよろしくお願いします。
古橋 ひと実
先週は結婚記念日お祝いをありがとうございました。お蔭
様で 44 年となりました。先週は、姪っ子の結婚式に参列、
若い人達の披露宴の様子が昔と違いいい意味で楽しかっ
たです。
中田 一男
先日、大学ゼミの還暦旅行で福地温泉に行って来ました。
笑い過ぎて少し痩せたような気がします。 前越 路子
本日は何の日!!私の還暦初日の誕生日です。第 2 の人生を
一歩一歩歩んでいきます。次年度、よろしくお願いします。
田中 雅昭
大保木正博会長・坂之上健一幹事いよいよ LAST2 です。後、
10 日頑張って下さい。
三枝 祥一

6/18 はとても楽しいゴルフでした。大原さん、お世話に
なりありがとうございました。スコアは残念でしたが、
6/27 には皆さん、楽しみましょう。
平林 英一
今期もあと２回です。会長・幹事・役員の皆様一年間お疲
れ様でした。
村瀬 祐治 高原 武夫
本日の最高出席率例会をやむを得ない出張にて欠席をお
許し下さい。一年間の感謝を込めてニコニコへ。
長瀬栄二郎
「ニコニコ目標達成」お祈り申し上げます。いつもありが
とうございます。
海老沢 玲子
6/18 岐阜へソロツーリングに行った所、ドライブシャク
トが破損しレッカーにて愛車は帰宅。私はワイドビューひ
だで無事帰宅できましたのでこじつけでニコニコへ。
坂家 賢司
6/18～6/19 と一泊で鬼怒川までツーリングに行って来ま
した。帰りは終日雨でしたが無事帰宅できました。
坂之上健一
ニコニコ目標金額を達成しないと他のＲＣの田中さんに
いじられるのでニコニコ入れます。ニコニコお忘れになっ
ているメンバー様、あと１回です。何卒ご協力を。
高木 純

