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皆さんこんにちは。
本日は高山ロータリークラブの住
会長様はじめ 7 名の皆さんに当ク
ラブへお越しいただきました。誠
に有難うございます。心よりご歓
迎申し上げます。
さて、昨日地区協議会に出席され
た皆さんご苦労様でした。後程、感想等発表して頂きます
ので、宜しくお願い致します。
ようやく桜も咲き始め本格的な春の訪れを感じる今日こ
の頃と言いたいところですが、桜の見ごろは今しばらく辛
抱のようですね。
桜はバラ科でヤマザクラやオオシマザクラ、エドヒガンな
どの 11 種の野生種があり、組み合わせにより 400 種以上
の品種があるそうです。日本で一番多いのが染井吉野で、
オオシマザクラとエドヒガンの交配種だそうです。染井吉
野とは、江戸時代末期に江戸の染井村（東京都豊島区）の
植木屋が売り出したと言われております。当時から奈良県
の吉野桜はブランドでありましたから、あえて吉野を入れ
て「染井吉野」として売ったそうです。そして江戸幕府が
行った参勤交代により、全国の大名が江戸より各地に持ち
帰り広まったとされています。ちなみに飛騨一之宮の臥龍
桜はエドヒガン桜で樹齢 1100 年であり、
何と幹廻りは 7.3
ｍあるそうです。また荘川桜もエドヒガン桜で樹齢 400
年と 250 年の 2 本があり、1960 年（57 年前）御母衣ダム

建設により水没する 2 本の桜を何とか助けようと、当時の
桜研究の権威達により、見事移植に成功することが出来た
そうです。
さて、今宵は桜の下でフキノトウなんかをつつきながら、
一献いかがなものでしょうか。
「いにしえの 奈良の都の八重桜
今日九重に にほひぬるかな」伊勢大輔
さて会長支持率や・・・いかに！！

＜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
・ロータリー財団 100 周年記念シンポジウムＤＶＤ
◎ロータリー米山記念奨学会より
・よねやまハイライト 205
＜高山商工会議所青年部会より＞
・設立 30 周年記念式典出席の御礼

＜高山ロータリークラブ会長挨拶＞
会長 住 宏夫

様

入会 3 年目までの 6 名の新会員を連
れて参りました。今年度はガバナー
を輩出されお疲れ様でした。残り 2
ヶ月半ほどになりますので、最後ま
で気を抜かず頑張ってください。

＜次回例会案内＞

委員長

4 月 24 日は移動例会です。12 時に善応
寺にお集まり下さい。車はできるだけ
乗り合わせでお願いします。

長瀬 栄二郎

第 1127 回 H29･4・17

＜地区大会資料配布案内＞
地区大会実行委員長

島 良明

地区大会記録誌が完成しました。何度
も確認しましたが修正箇所が少しあ
ります。記録誌の発行を持ちまして地
区大会の全てが終了しました。

＜地区研修協議会報告＞
次期幹事

谷口

欣也

昨日、伊賀市文化会館で開催された地
区研修・協議会に当クラブより 18 名参
加しました。6 名の方から順番に報告
させていただきます。

①会長エレクト 中田

專太郎

昨日 7 時に高山を出発しました。途中
事故渋滞に巻き込まれましたが、何と
か 11 時 40 分ごろ到着でき、点鐘に間
に合いました。最初にセレモニーがあ
り、その後それぞれの分科会に分かれ
て研修を受けてきました。剱田ガバナ
ーの「戦略計画とは何か」というテーマで講演を聞きまし
た。単年度活動から長期ビジョンに基づいた計画を立て継
続活動していく事が重要、とくに会員の維持増強が最重要
課題です。維持については苦楽を楽しみ、一人ひとりが会
員であることの意義や意識を持つことで退会者を防ぐこ
とができ、増強拡大についてはロータリークラブの活動が
一般の方からすると、未だ認知度が低いので、認知される
ような活動をしていく必要があります。これまで重要なテ
ーマであった職業奉仕が、この先、人道奉仕にちょっと違
う方向に変わっていくというお話でした。
研修終了後、懇親会で焼肉を食べに行きました。焼肉奉行
の村瀬さんに大変お世話になりました。

②次期ＣＬＰ委員長（高山未来委員長）
長瀬 栄二郎
世界的にロータリーの会員数が減少し
ている中で、現状の定款では地域の活
動にそぐわないので、柔軟に対応して
いくため定款細則を変更して魅力ある
ロータリーをつくろうという流れにな
っています。但し例会を毎週 1 回から
月 2 回にするとか、会費を下げるとか、何でもありは問題。
2630 地区では、日本人は職業奉仕に重点をおき、毎週 1
回集まって親睦を深めながら職業奉仕に取り組むことに
意義があり、基本としては、これまで通りのスタイルを推
奨していく方向性でまとまりました。但し単年度制では継
続事業ができないので中期計画を立て魅力のある活動を
して未来志向型で頑張っていこうというお話でした。

③次期会員増強委員長 大保木

正博

4 月 16 日(日)、伊賀市で行われました 2017～2018 地区研
修・協議会に参加してきました。剱田ガバナー年度の協議
会からもう 1 年が経ったことに時の流れの速さを感ずる
と共に、一年前を思い出し感慨一入でした。

上野東ＲＣの地区幹事の方とお話しす
る中で、田山ガバナーエレクトのお父
様は 40 年位前にガバナーを務められ
たそうです。その前のガバナーは高山
の森ガバナーだったとのことです。そ
して今高山中央ＲＣの剱田ガバナーの
あとを田山ガバナーエレクトが務められることになり、特
段のご縁の深さを感じると仰ってみえました。田山年度の
事業が成功裡に行われることをお祈りします。
私は次期会員増強委員長として、会員増強部門分科会に参
加しました。
当 2630 地区は会員数が 1998 年には 5,120 名でしたが、現
在 3,100 名とほぼ 60％まで減少しており、何をさておい
ても会員増強と維持がロータリーの喫緊の課題であるこ
とを認識しなければならないとのことでした。
増強の事例では、21 名増強された岐阜南ＲＣの発表等あ
りましたが、その手法は期間限定で入会金を 0 円にするな
ど、果たして適切な手法であるか疑問に思いました。
私は二つの増強方法があると感じています。一つは、まず
クラブの現状(クラブ会員における職業分類上の不足分野、
飛騨地区にある職業分布 etc)を数値化するなどして分析
して皆で認識することが必要と思っています。前年度まで
の候補者データー等の資料と融合させたうえで会員の皆
さんに情報提供をし、会員増強に繋げていきたいと思いま
す。
今一つの増強は、時間がかかると思いますが、やはり私た
ちの活動を見て、「自分も参加してみたい」と社会の皆さ
んに思ってもらうことだと思います。義理等で入会するの
ではなく、自ら興味を持ち入会したいと思ってもらうこと
です。それには、外に向けての広報と外でのロータリー活
動の実施だと思います。ロータリーの活動が目で分かって
いただけるような事業を、他の委員会と連動して実施する
ようなことを考えてみたいと思っています。

④新会員 直井 泰司
昨日新会員として初めて研修に参加さ
せていただきました。行くまでとても
緊張していましたが、バスの中では自
己紹介などで話が盛り上がり、楽しく
参加できました。ロータリーの職業奉
仕とは何かがテーマで、岐阜、津、中
津川ロータリークラブから現状報告を聞かせていただき
ました。特に共感したのは中津川ロータリークラブの出前
講座の話です。中学生に地元には様々な職業があることを
知っていただいたり、自分が住む地域で何ができるのかを
常に考えるというお話を聞いて、職業奉仕としての自分の
役割を確認でき、ロータリーに入会した意義が理解でき、
とても為になる研修でした。

⑤次期青少年奉仕委員長

熊﨑 元康

青少年奉仕部門および米山記念奨学
部門分科会に参加しました。この分科
会では、ローターアクト、青少年育成、
青少年交換、インターアクト、米山記
念奨学部門のそれぞれの委員会から
10 分～15 分の現状報告で終わりまし
た。ロータリークラブの高齢化により、いろんな課題があ
るとの話でした。各クラブが青少年部門のどの委員会に重
きをおいて活動しているかで、大きく対応が分かれている
事がわかりました。
個人的な感想としては、地区の委員会をどのように活用し
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ていくかは、与えられるのではなく求めなければ活用しに
くいと感じました。幸い下田さんが地区委員長として出向
してみえますのですので、有意義に活用していきたいと思
います。

⑥次期ロータリー財団委員

前越

路子

「奉仕は一つの愛情表現です。地域を
愛し、人を人類を愛する表現です」と
いう辻委員長の言葉から始まり、その
ために、財団の資金を活用してほしい
というお話がありました。
財団部門は、4 つの小委員会に分かれ、
その中の補助金小委員会が 4 つに分かれるという組織形
態をしています。
資金推進小委員会からは、財団の研修セミナ－の予定、年
次寄付を年間 150 ドル、ポリオプラス寄付を年間 30 ドル
お願いしたい旨、ポール・ハリス・ソサエティ入会の勧め
がありました。ポリオプラス小委員会からは、「ワクチン
は子供たちの一生を守る」というジョン．Ｆ．ジャ－ムさ
んの言葉を紹介され、竹腰パストガバナ－のインドでの活
動の紹介がありました。各クラブの活動協力、募金箱の設

置（統一の募金箱を作りました）などのお願いをされまし
た。
資金管理小委員会は、「クラブの参加資格認定：覚書（Ｍ
ＯＵ）」を各クラブで作成し、地区に提出するよう要請が
ありました。補助金申請をしているしていない関係なく、
全クラブ提出してくださいとのことです。
補助金小委員会は、まず補助金の種類 3 種類の説明があり
ました。
地区補助金については、12 月から 2 月までが受付期間な
ので、補助金を申請するプログラムの計画は、その前の年
くらいから始めないと間に合わないという注意がありま
した。また、補助金申請者と報告者は、同じ人を任命して
ほしいとのことです。プログラムの実施終了次第、報告書
を速やかに提出するためです。
グロ－バル補助金は、海外のクラブと共同して行うプログ
ラムに対するものです。成功例の説明がありました。中津
川ＲＣ中津川センタ－ＲＣの共同プロジェクトで、クラブ
負担は両クラブ合わせて 8,000 ドルですが、プロジェクト
の総額は 162,061 ドルでした。
奨学金、学友担当からは、グロ－バル補助金を有効活用し
た奨学生の派遣を、積極的に支援してほしいとのことでし
た。対象となる学生を常に探してほしいとのことでした。

＜ニコニコＢＯＸ＞
今日は新会員と共に来ました。よろしくお願いします。
高山ＲＣ 住
宏夫 様
本日はお世話になります。

高山ＲＣ

北川

由幸

様

高山中央クラブでの十数年ぶりのメーキャップです。よろ
しくお願いします。
高山ＲＣ 鍋島 道雄 様
初めてお邪魔します。今日はよろしくお願いします。
高山ＲＣ 都竹 雅弘 様
本日はよろしくお願いします。高山ＲＣ

白川

一公

下畑

了三

昨日、地区研修協議会に出席して来ました。出席して頂い
た皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。次年度
に向けてどうぞよろしくお願い致します。
中田專太郎 谷口 欣也

様

初めてメーキャップさせて頂きます。お世話になりますが
よろしくお願い致します。 高山ＲＣ 佐藤 祐介 様
今日はよろしくお願いします。
高山ＲＣ

昨日の地区研修協議会に参加された方々、お疲れ様でした。
地区委員長として 2 年目を迎え身の引き締まる思いです。
引き続き出前講座の普及を進めて参ります。当クラブとし
ても 5 月 29 日に出前講座が開催されます。皆様にご案内
が参りますが、何卒参加協力をお願い致します。
下田 徳彦

様

本日は、高山ロータリークラブ会長 住宏夫様を筆頭に、
鍋島道雄様、北川由幸様、佐藤祐介様、下畑了三様、白川
一公様、都竹雅弘様、大勢でのご来訪、心より歓迎申し上
げます。
理事役員一同

皆様方に大変お世話になりました、2016～2017 年度国際
ロータリー第 2630 地区の地区大会は記録誌の発行をもち
まして全てを終了することが出来ました。心より御礼申し
上げます。
島
良明
4/10 例会をお休みさせて頂き善光寺に行って参りました。
有り難い釈迦無二涅槃像にお目にかかれました。感謝を込
めてニコニコへ。
海老沢 玲子
娘が 6 ヶ月になりました。毎日の成長が楽しみです。
二木 公太郎

高山ＲＣの 7 名の皆様方、本日はご来訪ありがとうござい
ます。楽しんで行って下さい。5 人の孫の内 2 人が新一年
生になりました。早いものです。小 3 から 1 歳まで。じじ
もガンバらなくては。
田中 雅昭

大変遅くなりましたが、待望の地区大会記録誌が完成いた
しました。ご協力頂きました、ガバナー・実行委員長・会
長をはじめ会員および関係者の皆様方改めて感謝致しま
す。
今井 俊治

高山ＲＣの皆様、ようこそ当クラブの例会にお越し頂きま
した。また、昨日は地区研修協議会に参加の皆さま、一日
がかりで本当にご苦労様でした。
伊藤 正隆

4 月 14 日・15 日の両日、日枝神社例大祭を無事に終え、
春祭りの大役宮本の役を修めさせて頂きました。14 日は
本当に良い祭りでした。本町 2 丁目の応龍臺宮本として、
We did a good job!!
中田 一男

高山ＲＣ 住会長他 6 名の会員様のご来訪を歓迎申し上
げます。住会長には、ガバナー月信ではお世話をお掛け致
しております。ありがとうございます。あと 2 ヶ月です。
最後までよろしくお願いします。また、誕生日のプレゼン
トありがとうございました。本日、頂いたベルトを絞めて
きました。
松之木 映一

