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「情熱と友情そして・・・永遠に」
◆会長

田中 雅昭

◆幹事

中田 学

◆会報委員長 津田 久嗣
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◇事 務 局

＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

会長支持率

本 日
1106 回

60 名

59 名

52 名

－

88.14％

前々回
1104 回

59 名

58 名

49 名

1名

86.21%

飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

◆会報担当 井ノ下 雄志

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

＜会長の時間＞

会長

田中 雅昭
奉仕の理想

＜幹事報告＞

田中

◎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
1＄＝102 円
・財団ニュース 10 月号」

雅昭

皆様お元気ですか。
いよいよ食欲の秋、スポーツの
秋のシーズンが到来です。先般
の 5 クラブ対抗ゴルフコンペで
は見事優勝することが出来まし
た。岩本さん、植木さんの活躍
もさながら、その他の 6 位以下
のメンバーさんも相手の優秀会
員さんを乱す働きがあったものと察します。ともあれ優勝
おめでとうございました。そしてありがとうございました。
会員の皆様方は様々な趣味をお持ちで、日々の生活に活力
を与え、有意義な人生設計を立てられ、お過ごしの事と思
います。私はと申しますと、趣味はあってもなかなかその
時限りのようなもので、一つに打ち込めないのが良いのか
悪いのか分かりませんが、まあまあボケない程度に色々な
事に挑戦している今日この頃です。今年の夏は、トマト、
茄子、ピーマンをプランターで作り、人にバカにされなが
らも自分なりに満足した次第です。スイカとメロンは残念
なことにソフトボール位の大きさまで生りましたが枯れ
てしまいました。農家の皆様すいません。甘く考えていま
した。来年も頑張るぞ！！
さて、早いもので今季 3 か月が経過し、今月は次年度の新
役員選出に向けての会議が有ります。11 月から 1 か月間
新理事・役員名を貼りだし、次年度理事・役員さんの承認
へと進んでゆきます。それが決まると年内の内から、新役
員さんは次年度に向け動き出さなければなりません。年が
変わると、3 月頃から出席要請会議がありますので、のん
びりとしていられません。どうぞ次年度新理事・役員に選
出された際には、ガバナー年度が終わる年となりますので、
其れもまたある意味大変な年になるかと思いますが、一段
と気を引き締め頑張って頂きたいと思います。
また、平成 31 年度にはガバナー補佐を選出する年度とな
ります。心当たりの方は今からでも準備しておかれたらい
かがでしょうか。しっかりとサポートさせて頂きます。
さて本日の会長支持率やいかに！！

幹事 中田

学

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリーアン誌

○鈴鹿シティロータリークラブより
・事務所移転のご案内
新住所 〒513-0809
三重県鈴鹿市四条 4-20
ギャラリーオカトモ 102
TEL 059-381-2630 FAX 059-381-2631
E‐mail suzuka@city-r.net

＜入会セレモニー＞

氏 名
勤務先

益田 大輔
須田病院 精神科医

皆さん、こんにちは。
須田病院の益田大輔と申します。本日は入会のご承認あり
がとうございます。
私は福岡出身です。2001 年に当時岐阜大学から派遣で高
山日赤病院の心療内科に来ました。その前にも修学旅行で
高山に来ました。1 年間の派遣予定でしたが、いま現在ま
でいます。2006 年にあるきっかけで高山青年会議所に入
会し、そこから町づくりに興味を持つようになりました。
精神科医の仕事は、入院・外来患者さんの治療ですが、さ
らに精神科医の運動・活動を通して町を良くする事、町を
健全にする事だと認識しています。
本日はこの様な場を頂きましてありがとうございます。こ
れから頑張っていきますのでよろしくお願いします。
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＜地区大会実行委員会＞

島

委員長

皆さん、こんにちは。
いよいよ 10 月 22 日、23 日の地区大
会が迫ってまいりました。皆さんの
机に、地区大会要覧をお配りしてい
ます。
～地区大会要覧の説明～

高山 5 クラブ親善ゴルフコンペ

優勝

＜優勝クラブ会長挨拶＞

＜10 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
永井 信次
中田 專太郎
伊藤 正隆
二木 公太郎
坂之上健一
岡崎 壮男
益田 大輔
井ノ下雄志
冨士井忠男
谷口 欣也

＜結婚記念日＞
内田 茂
直井 泰司
津田 久嗣
阿部 眞澄美
坂之上健一
今井 俊治
熊﨑 元康
永家 将嗣
鶯塚 英雄
平林 英一
久々野国良

Ｓ２５年１０月 ５日
Ｓ３０年１０月 ６日
Ｓ２７年１０月１１日
Ｓ５０年１０月１２日
Ｓ３１年１０月１７日
Ｓ３５年１０月２１日
Ｓ４９年１０月２１日
Ｓ４８年１０月２４日
Ｓ１７年１０月２５日
Ｓ３５年１０月２７日

＜夫人および夫君誕生日＞
阿部 眞澄美
恭助
岩垣津 亘
則子
田中 雅昭
栄子
和田 良博
景子

Ｓ５８年１０月 １日
１０月 ３日
Ｓ６２年１０月 ４日
Ｓ５０年１０月 ５日
Ｓ５７年１０月１９日
Ｓ５４年１０月２３日
Ｈ ５年１０月２４日
Ｓ５６年１０月２５日
Ｓ５７年１０月２８日
Ｓ５２年１０月３０日
Ｓ５１年１０月３１日

１０月 ２日
１０月１１日
１０月１３日
１０月１１日

＜ニコニコＢＯＸ＞
9/18 に行われました高山 5 クラブゴルフにて当クラブが
見事優勝することが出来ました。参加して頂いた 10 名の
皆様おめでとうございます。チームワークの勝利です。
益田大輔さん、入会おめでとうございます。 田中 雅昭
益田先生、ご入会おめでとうございます。医師としてロー
タリアンとして良識ある行動をお願いします。 周 信夫
益田君、入会おめでとう。

二木

益田先生、ご入会おめでとうございます。 長瀬

栄二郎

益田大輔さんのご入会を歓迎致します。これからもよろし
くお願いします。地区大会が迫っております。皆様、ご協
力をよろしくお願い致します。
伊藤 正隆
本日出席できず大変申し訳ありません。お詫びにニコニコ
へ。
海老沢 玲子

公太郎
早退します。すみません。

久々野

国良

