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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
＜高山中央ロータリークラブ職業倫理＞
＜本日のビジター＞
鈴鹿シティロータリークラブ
山川 敬止 様 竹山
森
通人 様 杉野

和彦 様
大雄 様

場になって救いの手を差し出す行為が、「人蕩し」の基本
なのではないでしょうか。ついには島津藩も長宗我部藩も
関ヶ原の戦いでは、過去に秀吉に敗れたにも関わらず、秀
吉側に付き豊臣家を守ろうとしたそうです。我々も決して
見返りを求めようとして奉仕してはならないのです。「受
けた恩は石に刻み、与えた情けは水に流せ」ですね。皆で
「人たらし」になって人類に奉仕しましょう。本日の会長
支持率やいかに？

＜幹事報告＞
＜会長の時間＞

会長

田中

雅昭

皆さんこんにちは。本日は濃飛グループガバナー補佐の原
明治様をお迎えしての第一回訪問例会の予定でしたが、ご
都合により延期となりましたので報告いたします。本日は
鈴鹿シティロータリークラブより４名の方が、剱田 廣喜
ガバナーの船出をお祝いして、わざ
わざお越しいただきましたのでご紹
介いたします。山川敬止地区会員増
強委員会委員様、森道人会長エレク
ト様、杉野大雄ロータリー情報委員
会委員様、竹山和彦 STAR 委員会委員
長様には月曜日で大変お忙しい中よ
うこそ高山中央ロータリークラブへお越しいただきまし
た。心より歓迎申し上げます。
山川地区会員増強委員会委員様には後ほど卓話をお願い
していますので、よろしくお願い致します。
さて今日は「人蕩し（ひとたらし）になろう」と題して話
をさせて頂きます。戦国武将である豊臣秀吉は織田信長に
仕えていたころ、信長の草履を懐に入れ草履を温めていた
行動は有名な話です。秀吉は信長に良いところを見せ、出
世しようと思ったのでは決してありません。そうではなく、
ただただ信長に喜んで貰いたいとの思いで、一生懸命に草
履を温めていたそうです。やがて秀吉天下統一の際、九州
を統一していた島津藩や、四国を統一していた長宗我部藩
（ちょうそかべ）は秀吉に敗れ領土を減らされます。両藩
とも厳しい生活を強いられます。しかし秀吉は石田光成を
介して両藩に近江商人としての商売の仕方や、帳簿の在り
方を教え経済を成り立たせたそうです。戦いは時として相
手を選ばず、また手段をも選びませんし、将来の事さえ教
えてくれません。しかしたとえ互いが勝者であっても、敗
者であっても相手の想いや状況を素早く見極め、相手の立

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
・ガバナーノミニー決定のお知らせ
木村静之君（岐阜加納ＲＣ）
・地区大会全員登録のお願い
・地区世界社会奉仕補助金申請・受付けのご案内
・青少年交換委員会委員長からアンケート
○不破ロータリークラブより
不破ＲＣ・不破の関ＲＣ合併承認のお知らせ
○ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 196
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・少年野外活動の出役について
＜活動計画書＞
・高山ＲＣ
・高山西ＲＣ
・桑名北ＲＣ
・可児ＲＣ
＜会報＞
・可茂ＲＣ
＊飛騨の里の平塚湘南ロータリークラブとの友好クラブ
締結記念植樹のプレートの修理が終わりました。

＜卓話＞
国 際 ロ ー タ リ ー 第 2630 地 区 会 員 増 強 委 員
山川 敬止 様
（鈴鹿シティ RC）
3 年前に高山中央クラブを訪問した際に前岡田ガバナーよ
り、クラブからガバナーを輩出するにはどのようにしたら
いいのかというような話があったように記憶しています。
昔からのフレーズに駕籠に乗る人、担ぐ人、その又わらじ
を作る人。
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まさに駕籠に乗った人が
剱田ガバナーで駕籠を担
ぎ、わらじを作った高山
中央ロータリークラブの
皆様方がいらっしゃった
からこそ剱田ガバナーが
誕生されたのではないの
でしょうか。
真に剱田ガバナー誕生は
私自身、大変うれしいで
すし、高山中央クラブ会員全員の皆様方おめでとうござい
ます。
さて、今日は私共がガバナー輩出をした時の経験の中でク
ラブ活動計画書の重要さにふれてみたいと思います。
ガバナー事務所には、2630 地区の全クラブの活動計画書が
届きます。
その中から、次回訪問するクラブについて、そのクラブの
活動計画書に目を通し、このクラブの会長は果たして何代
目なのか？どんな職業につかれているのか？というよう
な事がそのクラブ活動計画書を見させてもらえば大体の
事が理解できますし、それと同時に、どのような活動をし
てきたのか？今後どのように活動を進めてゆくのか？ク
ラブを知る大事な座標となります。これらはガバナーを輩
出しなければ手に入らない貴重な財産です。
この財産を大事にしながら、又参考にしながら一歩、一歩、
前に進んでいただけたらと思います。
ますますの貴クラブの御発展を祈念しお話とさせていた
だきます。

＜クラブアッセンブリー＞
親睦活動委員長
高橋 厚生
【基本方針】会員相互のより良い関係構
築のための場を提供。
例会を通じて相互の意見交換、交流を図
りより良いロータリー活動並びに企業活
動の一助となれる企画運営。
【活動計画】
Ｈ28 年 8 月 22 日(月) 納涼ゆかた例会：山陣
Ｈ28 年 12 月 19 日(月) 忘年例会：銀水庵
（新会員による余興）
Ｈ29 年 1 月 16 日(月) 新年家族例会：
ひだホテルプラザ（新年祝宴 アトラクション）
Ｈ29 年 2 月 6 日(月) 節分例会：飛騨総社及び山陣
（厄払い・オークション）
Ｈ29 年 5 月 15 日(月) 新緑例会

友好クラブ交流委員長

足立

常孝

【基本方針】平塚湘南ＲＣとの交流の歴史を大切に連絡を
取って活動します。
【活動計画】今年度休眠の年度でしたが、地区大会に来高
されます。
来高時に、親睦交流会を企画予定
【予算】10 万円

会報委員長

津田

久嗣

【基本方針】例会報告、各委員会の活動
および通知事項を掲載した会報を遅滞な
く発行することで、ロータリー活動の理
解と関心を深めて頂くるよう努める。
会報は、原則として A4 判 2～4 ページと
し、例会ごとに発行する。
委員 10 名が協力し合い当番制で担当する。

出席/プログラム委員長

長瀬 栄二郎

【基本方針】ロータリアンの基本である出席義務を確認し、
例会出席率の向上を目指す。
【活動計画】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ような有意
義なプログラムを制作する。
年間プログラムの作成と管理、スケジュー
ルボードの記入。
例会出席率を、今年度は「会長支持率」とする。
会長支持率向上を目指し、欠席者の早期連絡の徹底を促す。

広報/雑誌/IT 委員長

谷口

欣也

今年度、広報・雑誌・ＩＴ委員会の委員
長を務めさせていただきます谷口です。
委員会のメンバーは、副委員長に黒地さ
ん、委員に前越さんの総勢 3 名です。
【基本方針】
1．会員の皆さまに、『ロータリーの友』
と『ガバナー月信』
、
『My Rotary』に親しんでいただく
2．地域の方々へ、当会の活動内容を発信する
【活動内容】
1．
『ロータリーの友』と『ガバナー月信』を事前に入手お
よび精読し、会員に配布される毎月第１例会において記
事 の内容を紹介する
2．高山の 3 ロータリークラブ合同で高山市民時報にロー
タリー特集号を掲載する
3．担当例会（平成 29 年 2 月 20 日講師例会）において、
ロータリーのウェブサイト「My Rotary」の紹介とアカ
ウント取得方法の手順説明
【予算】
高山市民時報へのロータリー特集号の掲載に 55,000 円、
担当例会に 10,000 円を計上
一年間お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

ニコニコ委員長

堀口

裕之

【基本方針】「いつもニコニコ明るい笑顔」の精神で自発
的な寄付を促したいと思います。
【活動計画】
7 月 11 月 3 月 堀口裕之
8 月 12 月 4 月 熊崎元康副委員長
9 月 1 月 5 月 橋本修委員
10 月 2 月 6 月 周信夫委員
が担当します。
一年間ニコニコの輪を広げ年間目標 700,000 円に向けて頑
張ります。
尚、ニコニコへの貢献度が高いと当委員会が判断した会員
を表彰し記念品を贈呈します。
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ロータリー情報委員長

平林

英一

【基本方針】会員にロータリーについての
知識と理解を深める情報を提供する。
新会員を中心にロータリーに関する知識
やルールなどについて勉強会（ＩＤＭ）を
行う。
【活動計画】今期は、中身のあるＩＤＭと
委員会合同の勉強会を実行したいです。

社会奉仕委員長

和田

環境保全委員長

道下

利一

【基本方針】「自然と共存共生する社会を考える事を認識
する」です。
【活動計画】担当例会は、環境保全と道理整備について講
師をお迎えし卓話を頂きます。

良博

【基本方針】「時代に即した地域の社会奉仕を考える」で
す。
【活動計画】例会は 2 回の予定です。
11 月 21 日は飛騨慈光会の現状と計画の説明をして頂きま
す。
来年 4 月 10 日は高山市における社会奉仕の現状報告を計
画しております。
関連団体の年会費 高山市民憲章推進協議会 10,000 円
高山市社会福祉協議会
5,000 円
高山市都市提携委員会
10,000 円
先ほどの 2 回の講師例会は各 5,000 円で合計 35,000 円予
算で見ています。
8 月 6 日の奉仕プロジェクト委員会の親
子で体験「削り華」の参加者は確定しま
した。
現在午前午後で 47 組のご参加で実施予
定ですが、皆様にご協力を賜りたく、役
割分担表を作成させて頂きましたので其れに沿ってご協
力をお願い致します。

国際奉仕委員長

渡辺

修治

【基本方針】「国際理解・親善・平和を
推進する」です。
【活動計画】2 回の担当例会は、国際理
解を深める例会として講師をお迎えし
卓話を頂きます。

米山記念奨学委員長

黒地

重雄

1.奨学事業の理解促進（地区協議会部門会に出席）
2.寄付増進（前年を下回らないよう努める）
表彰制度があります（特別寄付の方のみ）
・累計 10 万円 第１回米山功労者
（以後 10 万円ごとに表彰）
・累計 20 万円～90 万円 米山功労者 ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ
・累計 100 万円
米山功労者 ﾒｼﾞｬｰﾄﾞﾅｰ
3.卓話（地区委員長、奨学生などによる卓話、現況報告、
など）
2630 地区委員長 後藤 博美様（岐阜サンリバー）
＊今年度も皆様方のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

＜ニコニコＢＯＸ＞
剱田ガバナー年度スタートおめでとうございます。スタッ
フの皆様、大変でしょうが頑張って下さい。今日は、鈴鹿
シティＲＣから 4 人で激励にお邪魔しました。よろしくお
願いします。
鈴鹿シティＲＣ 山川 敬止 様

本日は鈴鹿シティロータリークラブ、山川様、竹山様、森
様、杉野様、ようこそ高山中央ＲＣへ。山川様には卓話を
よろしくお願いします。ガバナーの裏話も楽しみにしてお
ります。
田中 雅昭

昨年 1 年間岡田ガバナー年度お世話になりました。本日は
よろしくお願いします。
鈴鹿シティＲＣ 杉野 大雄 様

鈴鹿シティロータリークラブの皆様のご来訪を歓迎致し
ます。また、地区幹事に対し胡蝶蘭を頂きありがとうござ
いました。
島
良明

昨年は大変お世話になりました。今年は、息子が地区より
カナダへ、エクスチェンジとして出向させて頂きます。剱
田ガバナーよろしくお願い致します。
鈴鹿シティＲＣ森 通人 様

鈴鹿シティＲＣ、山川様、竹山様、森様、杉野様、高山中
央ＲＣへようこそお越し下さいました。ありがとうござい
ます。
伊藤 正隆

作日はゴルフで大変お世話になりました。本日は訪問よろ
しくお願い致します。鈴鹿シティＲＣ 竹山 和彦 様
本日は、鈴鹿シティロータリークラブより、山川敬止様、
竹山和彦様、森通人様、杉野大雄様のご来訪を心より感謝
申し上げます。また、山川様には卓話を頂きます。どうぞ
よろしくお願いします。
理事役員一同

鈴鹿ＲＣ、山川様、竹山様、森様、杉野様、のご来訪を歓
迎申し上げます。特に山川さん、竹山さん昨夜はありがと
うございました。
三枝 祥一
本日、早退させて頂きます。会長個人支持率は 50％とな
るのでしょうか？
久々野 国良

