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＜点 鐘＞ 会長 田中 雅昭 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

＜本日の来訪者＞ 

国際ロータリー第 2630地区 

 広報・ＩＴ部門委員長 伊藤 松寿 様 

 

＜本日のビジター＞ 

高山西ロータリークラブ 米澤 久二 様 

   〃 杉山 和宏 様 

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆さんこんにちは。 

会長の時間も本日を入れて残り

16回となりました。1回 1回を大

切に使わせて頂き、悔いの無い会

長の時間とさせて頂きたいと思

います。 

本日は講師として国際ロータリ

ー第 2630 地区広報・ＩＴ部門委

員長の伊籐松寿様に「ロータリーウェブサイト」について

卓話をして頂きます。伊藤様には後程宜しくお願い致しま

す。 

「人は何のために働くか」について考えてみようと思いま

す。経済学者のピーター・ドラッカーの例え話です。建築

現場に通りかかった旅人に何をしているのかと聞かれた

3人の石工が居ました。1人目は「これで食べているのさ」

と答え、2 人目は「腕のいい石工になる為に」と答え、3

人目は「国で一番の教会を建てている」と答えました。 

1 人目はまさしく「金のため食べるため」に、2 人目の石

工は「技術向上のため」であり、お客様からの視点が見ら

れません。3人目は「お客様の要望に応える」と言うもの

です。いずれの 3人も否定するものではありません。 

実は 4人目の石工が奥に居ました。彼は「この地域に住む

人々の心の通い合う場所を造っているんだ」と答えました。

あくまでも建物は手段であり、目的は利用者の幸せであり、

地域の人を幸せにする為の教会を造る事なのです。利益も

腕も技術も企業の永続発展のためには必要な事ですが、最

終目的の「何のためにこの仕事をしているのか」が大切な

事であり自己顕示欲から離れ、自分の仕事の中から、世の

為人の為に貢献できる意義を探し出すことが必要なので

すね。 

さて会長の支持率やいかに！！ 
 
 
＜幹事報告＞ 幹事 中田 学 
 

○米山記念奨学会より 

  ・ハイライトよねやま 203 

 

＜（株）稲豊園より＞ 

  ・近火お見舞いの御礼状  
 
 

＜広報情報ＩＴ委員会＞ 委員長 谷口 欣也 
 

本日は第 2630地区の広報・ＩＴ

部門委員長 伊藤松寿様に卓話

をお願いいたしました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 
 
 

＜卓 話＞ 

国際ロータリー第 2630地区 

 広報・ＩＴ部門委員長 伊藤 松寿 様 
 

地区では広報・情報委員会が 2つに分かれて、広報・ＩＴ

部門委員会と情報部門委員会となったことをご承知おき

ください。 

それでは、地区の広報・ＩＴ部門委員会は何をやっている

のかについて事業の内容につきまして、4点のお話をした

いと思います。 

第 1は、米山記念奨学委員会と共同でＤＶＤを作りました。 

米山奨学生の活躍を映像に収めておきたいとの思いから、

2人の奨学生の、その時から現在までの活躍を記録しまし

た。(広報部門) 

第 2は、地区でＩＴ化を進めるのは大変費用のかかるもの

です。まず始めに「ロータリーのウェブサイトにあります

会員登録用の“マイロータリー”のアカウントを取得して

ください」ということを勧めました。私も苦手なので「こ

のようにすれば出来ますよ」というパワーポイントを作り

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

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1121 回 
59 名 58 名 43 名 － 74.14％ 

前々回 

1119 回 
59 名 58 名 40 名 4 名 75.86% 

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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ました。アカウントの取得がＲＩ

会長表彰にも影響しますので、宜

しくお願い致します。（ＩＴ部門） 

第 3は、ロータリーの友を読んで

いただくことの普及です。何とか

読んでいただけるようお願い致

します。 

例(高山西クラブは月の第一例会

に友の内容を紹介しています。） 

第 4 は、ＲＩは 2010 年 7 月に会員数の減少を抑えるため

の梃入れとして、戦略計画（今は長期計画）を作りました。

その重点目標の 3 番目が公共イメージ向上並びに認知度

アップです。ロータリークラブの存在を世間に知らしめる

活動でポリオプラスなどです。又、それぞれのクラブ内に

於いても公共イメージの向上事案を進め、社会貢献をして

頂くよう推進しています。 

それでは、2本のＤＶＤを見ていただきます。 

 

 

 

（ＤＶＤの内容） 

1.実際の奉仕活動の様子を上映しながらロータリークラ

ブの概要説明 

2.「ロータリークラブの紹介」 

(1)創立時 

(2)世界の現在 

(3)日本の創立時 

(4)日本の現在 

(5)国際ローター 

(6)日本の地区大会 

(7)国際大会 

(8)活動内容 

3.「ロータリアンインタビュー」 

(1)「ロータリーで得たものは？」 

(2)「所属しているクラブの様子は？」 

(3)「これまでのロータリーの活動で印象に残っている

ことは？」 

4．「世界の（著名な）ロータリアン」 

5．最後に 

 

 
 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
本日はスピーチの機会を与えて頂き誠にありがとうござ
います。よろしくお願いします。剱田ガバナー、任期があ
と 4ヶ月となりました。大変ご苦労様です。残りもガンバ
って有終の美を飾られんことを心より期待しております。  
 地区広報ＩＴ部門委員長 伊藤 松寿 様 
 
本日は、伊藤松寿さんのお供でお邪魔します。本日はお世
話になります。よろしくお願いします。 
 高山西ＲＣ 米澤久二様 杉山和宏 様 
 
国際ロータリー第 2630 地区広報ＩＴ部門委員長 伊藤松
寿様、高山西ＲＣ米澤久二様 杉山和宏様のご来訪を心よ
り歓迎致します。伊藤 松寿様、卓話をよろしくお願い致
します。 理事・役員一同 
 
肺炎と診断されましたが、ガバナーと共に金・土・日とク
ラブの周年事業等に出席して来ました。本日の診断では良
くなっていました。剱田ガバナーに感謝してニコニコへ。 
伊藤松寿様、卓話を楽しみにしています。米澤久二様 杉
山和宏様のご来訪を心より歓迎致します。 伊藤 正隆 

 
 
 
 
伊藤松寿様、高山西ＲＣ 米澤久二様 杉山和宏様のご来
訪を歓迎致します。伊藤松寿様、卓話を楽しみにしていま
す。米澤さん、テニスシーズンが待ち遠しいです。 
 今井 俊治 
 
2/9 地方創生に効果のある特徴的な取り組みをしている
として、飛騨信用組合が内閣府より表彰を受けました。会
員皆様のご支援に感謝致します。 大原 誠 
 
皆様こんにちは。1月 2月と出席できない事が多く申し訳
なく思います。少しですがニコニコへ。 古橋 ひと実 
 
先日は妻の誕生日に花束をありがとうございました。本日、
欠席します。 渡辺 甚一 
 
大変残念ですが、会議のため早退させて頂きます。 
 西倉 良介 
 
高山市防災会議のため早退します。 三枝 祥一 
 


