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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

＜四つのテスト＞ 

 

＜会長・幹事バッジ交換＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会長就任挨拶＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆さんこんにちは 

本年 2016-2017年度の高山中央ロータリークラブの会長を

拝命いたしました。 

こうしてここに立って居られるのも、全ての皆様のお蔭と、

心より感謝申し上げます。また１2 年前に私をお誘い頂い

た島良明さんに重ねて感謝いたしま

す。 

さて創立 25 年もの諸先輩方の想いを

繫ぎ、又国際ロータリーＲＩ会長ジョ

ン・ジャーム氏、第 2630 地区剱田廣

喜ガバナーの信条を受け、今ここに所

信を述べさせて頂きます。 

2016－2017年度国際ロータリー会長のジョン・ジャーム氏

のテーマは「人類に奉仕する」です。毎週世界 34.000 以

上のクラブのロータリアンは友人と語らい、情報を分かち

合い、「奉仕」の為に集います。「我々の努力の結集に限界

はありません」と言われております。また、第 2630 地区

剱田廣喜ガバナーの方針を受け、本年度のクラブ活動を計

画いたしました。 

我々ロータリアンはたとえ些細な奉仕であろうと、何かし

ら人類に奉仕しようという心を持っています。創立 26 年

目を迎え、伝統と価値観を共有し、創造性を持ち、さらに

は人格形成の場となるようなロータリークラブを目指し、

奉仕の理想に邁進しましょう。 

高山中央ロータリークラブの会長テーマは「情熱と友情そ

して・・・永遠に」です。 

「思いやりの心」、「助け合いの心」によってロータリー活

動がより有意義な場となり、ロータリアンとの楽しい語ら

いから友情を深め、ともに切磋琢磨することで情熱を燃や

し、人格を高め、我がクラブが継続発展することを信じま

す。そして楽しいロータリーライフを満喫しましょう。 

『I Rotary Club follows by passion and the friendship 

forever.』 

≪クラブ活動基本方針≫ 

1.ＲＩ会長賞を受賞します 

我がクラブは過去 11 回のＲＩ会長受賞歴があり現在は 10

回連続しての受賞と云う、輝かしき且つ誇り高き実績があ

ります。ＲＩ会長テーマ「人類に奉仕する」を実現する為、

全会員参加による活動により、ＲＩ会長賞受賞に挑戦しま

す。 

2.会員数を６１名に増強します 

期首は 57 名です。昨年 3 名の女性会員に入会して頂き、

益々魅力あるクラブへと変革して行こうとしています。

「あの人が居るのなら私も入会したい」と言われる様な人

格形成を養い、会員維持率 100％を維持し 4 名純増致しま

す。 

3.出席率（会長支持率）を 90％台にします 

剱田廣喜ガバナーのロータリー信条は  

One profits most who attends most. 

「最も出席するもの 最も報いられる」です。例会出席は

楽しみの中から、様々な話題や人格形成の為の情報が、宝

の山の如く潜在しています。最高の出席率を得る事により、

より一層「思いやりの心」「助け合いの心」が芽生え、他

者への利他の精神が育まれることと確信致します 

≪クラブ活動基本計画≫ 

1.会員の増強と維持 

・会員維持率 100％を維持する為、魅力ある高山中央ロー

タリークラブを目指す。 

・会員 4名以上入会して頂き、会員数を６１人以上とする。 

2.財団への寄付 

・財団へ 536ドル以上を寄付して支援する。 

・各会員が 100ドル以上を寄付して財団を支援する。 

3.オンラインツールの利用 

・ロータリーアイデア応援サイトでプロジェクトへの支援

を募る。または、同サイトでプロジェクトを支援する。 

・ロータリーショーケースに１件のプロジェクトを掲載す

る。 

4.人道的奉仕 

・グローバル補助金又は地区補助金の提唱者となる。 

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 津田 久嗣 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1096 回 
59 名 58 名 49 名 － 84.48％ 

前々回 

1094 回 
57 名 56 名 51 名 0 名 91.07% 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2016～2017年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「情熱と友情そして・・・永
と

遠
わ

に」 

＜出席報告＞ 
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・1名の会員が補助金管理セミナーに出席する。 

・１つの企業、政府・地方自治体、非営利団体と提携しプ

ロジェクトを実施する。 

5.新世代 

・インターアクトクラブの共同スポンサーとなる。 

・１名の会員がインターアクターのメンターとなる。 

・クラブのイベントにインターアクターが関与する。 

6.公共イメージ 

・クラブのプロジェクトを地元メデイアで取り上げてもら

う。 

7.クラブ管理運営委員会 

・高山中央未来（ＣＬＰ）を統括し継続事業や中長期的な

ビジョンの展望を検証する。 

8.会員基盤増強委員会 

・２委員会をサポートし、会員の増強と維持の為に努める。 

9.青少年奉仕 

・継続事業の一つである出前講座を行い、キャリア教育の

一環とする。 

・インターアクトへの理解を深め青少年健全育成の一助と

なる活動を推進する。 

10.クラブ奉仕委員会 

・７委員会の各活動をサポートし意義あるクラブ運営が実

施出来るようサポートする。 

11.職業奉仕委員会 

・「最もよく奉仕する者最も多く報いられる」をモットー

に人格向上を学ぶ。 

12.奉仕プロジェクト委員会 

・地区補助金の提唱者となって小学生を対象にした親子体

験教室を実施する。 

・5 委員会の各例会をサポートし意義あるクラブ運営が実

施出来るようサポートする。 

 

＜幹事挨拶＞  幹事 中田 学 
 

「今年度幹事として、１年間、皆様にご指導いただきなが

ら、精一杯努めて参りますのでよろ

しくお願いします。 

幹事として、田中会長のお考えを実

践し、形にし、剱田ガバナー輩出ク

ラブとして、決して恥じないような

「責任」や「務め」をしっかり果た

していきたいと思っていますので、

ご協力の程、よろしくお願いします。」 

 

＜幹事報告＞  幹事 中田 学 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・バギオだより 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナーエレクトより 

 ・事務所開設のご案内 

  〒518-0823 三重県伊賀市上野丸之内 57-4  

センタービル 3Ｆ 

  TEL 0595-41-2631  FAX 0595-41-2632 

  E-Mail 1718@rid2630.org 

○高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のご案内 

  8月 4日(木)１８：３０～ 恵の久 納涼浴衣例会 

  8月 11日(木) 休会  法定休日 

○高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  8月 5日(金)18:30～ 田邊旅館 納涼浴衣例会 

 

＜入会セレモニー＞  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜前年度表彰＞   

出席表彰  平林 前年度出席委員長 
 

出席率 100％表彰  ★印は連続出席 

25年 ★橋本 修 
★剱田 廣喜 
★松之木映一 
★三枝 祥一 
★清水 幸平 

5名 

24年 ★島 良明 １名 

23年 ★大保木正博 
 伊藤 正隆 

２名 

19年 ★岩垣津 亘 １名 

17年  仲谷 政美 1名 
13年 ★永井 信次 

★今井 俊治 
２名 

11年 ★田中 雅昭 １名 

10年 ★津田 久嗣 
 和田 良博 

２名 

9年  新井 信秀 １名 

8年 ★下田 徳彦 １名 
7年 ★都竹 太志 １名 
2年  坂之上健一 １名 

平成 27年度皆出席者  19名様 
 

ニコニコ表彰  高木 前年度ニコニコ委員長 
 

特別表彰  海老沢 玲子 
第 1位   高原 武夫 
第 2位   下田 徳彦 
第 3位   岡﨑 壮男 

 

＜ガバナーあいさつ＞ 剱田 廣喜 
 

私はクラブより推薦頂いたお陰でガ
バナーを拝命致しました。クラブの
支援なくしては、務まるものではあ
りません。 
私の信条は「最も出席するもの、最
も報いられる」です。 
皆様、どうぞよろしくお願いします。 

氏名 阿部 眞澄美 

職業 (株）中広 

役職 常務監査役 

職業 公告代理店 

氏名 二木 公太郎 

職業 二木酒造(株） 

役職 代表取締役 

職業 清酒製造販売 

氏名 直井 泰司 

職業 飛騨ツリーワークス 

役職 事業主 

職業 伐採業 

mailto:1718@rid2630.org
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
二木さん、直井さん、新入会を心より歓迎します。仲良く
楽しくよろしくお願いします。また、本年度理事役員一同
精一杯務めさせて頂きますのでよろしくお願いします。  

理事役員一同 
 

本日から会長として中田幹事の助けを受け皆様の協力の
もといよいよ出航です。まさしく心がおどり、浮き浮き？
です。１年間ご指導よろしくお願い致します。今日は何の
日・・長女に太壱（たいち）が今朝生まれました。今日の
船出にまさしく乾杯です。5人目です。今日は米国独立記
念日です。大きくな～れ!! 田中 雅昭 
 

一年間幹事を務めさせて頂きます。田中会長を支え、剱田
ガバナーの名を汚さない様頑張ります。 中田 学 
 

二木公太郎さん、直井泰司さんの入会を歓迎致します、お
めでとうございます。 下田 徳彦 
 

二木君の入会を歓迎します。皆さん、昼も夜も楽しいメン
バーですよ。 周 信夫 
 

田中会長・中田幹事・新役員の皆様一年間頑張って下さい。
二木公太郎さん、直井泰司さんの入会を歓迎致します、お
めでとうございます。 
 高木 純 松之木映一 今井 俊治 橋本 修  

山本 辰男 坂之上健一 大保木正博 平林 英一 
冨士井忠男 足立 常孝 島  良明 久々野国良 

 古橋 ひと実 
 

 
 

 
新年度、田中会長・中田幹事 一年間頑張って下さい。ま
た、役員の皆様新会員の皆様、本年度もよろしくお願いし
ます。 岩垣津 亘 
 

大保木前会長・坂之上前幹事 ご苦労様でした。田中会
長・中田幹事 いよいよ出航の時です。安全な航海となり
ますようお祈り申し上げます。さらに、剱田ガバナーを盛
り立て高山中央ＲＣの力を結集して地区大会を成功させ
ましょう。 高原 清人 
 

いよいよ本日、田中丸の出港です。前途洋々 頑張って下
さい。同じく、剱田ガバナーも出航です。皆様よろしくお
願い致します。本日のロータリーの友 30 ページに紹介
記事があります。 伊藤 正隆 
 

無事、ニューヨークより帰還する事が出来ました。有り難
い限りです。摩天楼の中はスパイダーマンが飛び交うスペ
ースが十二分にありました。エンパイアステートビルにキ
ングコングが登っていても、さもありなん！というスケー
ルの大きさでした。サマージーンズと言う事で目の保養も
バッチリ！一年間よろしくお願いします。 中田專太郎 
 

本日、早退させて頂きます。よろしくお願いします。  
高橋 厚生 

 

今年度ニコニコ委員長をさせて頂きます。よろしくお願い
します。 堀口 裕之 
 


