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＜点 鐘＞
会長 田中 雅昭
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー

＜会長の時間＞

会長

田中

雅昭

皆さんこんにちは。
残 3 回目の会長の時間ですが、
昼の例会でお話しできるのも
2 回となりました。先日は新
旧理事・役員会を開催し、次
年度に向け有意義な会議を持
つことが出来ました。すでに
中田專太郎丸が今や遅しと出
航準備をしています。もう少
しで帰港しますので今しばらくお待ちいただき、最後の余
韻に浸らせて頂きたいと思います。また昨日ははぐるま会
に出席された皆様ご苦労様でした。岩本さんには長らくは
ぐるま会幹事をして頂きありがとうございました。さて今
年度を振り返り、ガバナー月信にも掲載しましたが、本年
度はまさしく我が高山中央ロータリークラブにとっては
歴史に残る一年であったと思います。ガバナー輩出クラブ
として、第 2630 地区 77 クラブの注目を浴びる中、地区研
修協議会でのドローンに始まり、「わの心を文化に 飛騨
高山で！！」をテーマに地区大会が成功裡に開催できまし
たことは偏に、我が中央クラブの団結力の下、より崇高な
人格・品格・叡智の集団である証しを出せたものと確信し
ております。また青少年奉仕活動では 2 回に亘る出前講座
の開催や、地区補助金を利用した親子体験物作り教室の開
催、高山陣屋周辺の清掃奉仕活動、ロータリー財団 100
周年を祝う為の「命の写真展」開催、ポリオ撲滅募金活動
等々本当に多くの皆様に支えられ本年度の活動を終えよ
うとしております。ＲＩ会長賞受賞を目指し本年度も活動
をしてまいりましたが、今日現在では受賞できそうですが、
最後まで気を抜くことなく、無事帰還出来るよう最後まで
しっかりと舵取りをしてまいりますので、宜しくお願いい
たします。
さて会長支持率やいかに！！

＜幹事報告＞

次期幹事

谷口

欣也

＜高山市青少年育成市民会議より＞
・平成２９年度少年の主張コンクール開催のご案内と
出役の依頼および後援名義使用のご依頼
日時：6 月 25 日（日）13:30～16:30
会場：高山市民文化会館 小ホール
・青少年の非行・被害防止全国強調月間における
街頭啓発活動出役の依頼
・飛騨地区青少年育成関係者
研修会開催のご案内
日時：7 月 4 日（火）
13:30～16:00
会場：飛騨総庁舎
大会議室

＜クラブアッセンブリー＞
◆会場監督

坂家

賢司

ＳＡＡの活動報告を致します。
委員長：坂家、副委員長：今井さん及
び 9 名の委員の総勢 11 名で活動致しま
した。
基本方針｢例会が支障なく整然と行え
るように、会場準備・監督にあたる｣
を掲げ、2 グループによる当番制で運営致しました。しか
しながら本日の会場準備でご迷惑をおかけしました。本日
まで運営が出来たのも皆様のご協力があってこそと思い
ます。
会計に関しまして、予算 22,940 円に対しまして、ＲＩテ
ーマ幕 12,940 円、収納ケース購入に 816 円使用、したが
いまして残金 9,184 円となります。
1 年間、ご協力ありがとうございました。

◆クラブ管理運営委員会
統括理事
クラブ管理運営委員会は、私 1 人で寂
しく思っています。活動は主に高山中
央未来委員会のサポートとなっていま
す。内容については、この後の高原さ
んにお話して頂きます。1 年間ありが

大保木 正博
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とうございました。

◆高山中央未来委員会

委員長

高原

清人

関する知識やルールを勉強して頂きました。
さらに 29 年 5 月 8 日に会員スピーチ例会開催いたしまし
た。

基本方針｢クラブは長期戦略計画目的を｢職業奉仕に徹す
ること｣とし、ＣＬＰを導入し活動してきました。その活
動を管理・運営面も含め、中期・長期的な視点で検討し、
理事会に提案します｣としました。
2016 年規定審議会により様々な議案が採択され、ＲＣ定
款並びにＲＣ細則改正されます。
これに準じ委員会を開催し、当クラブ細則、内規を検討、
見直しを図り、理事会を経て臨時総会の承認を得て、来期
より施行に移すことが出来ました。
今年は、細則と内規を検討して参りましたが、ＲＩ定款が
変更された今、高山中央ＲＣ定款も検討すべきかと考えま
す。変更の有無に関わらず、常に議論できるような場が必
要かと思いました。まさに高山中央未来委員会が適任な委
員会と思いますので、来期以降の取り計らいをよろしくお
願い致します。

◆親睦活動委員会

◆クラブ奉仕委員会

◆友好クラブ交流委員会 委員長 足立

統括理事

高原

清人

・親睦活動委員会
28 年 8 月 22 日納涼例会を皮切りに、28 年 12 月 19 日忘年
会、29 年 1 月 16 日新年家族例会、2 月 6 日節分例会、5
月 15 日新緑例会にと、高橋委員長を始めとする 14 名の委
員の皆様で会員相互の更なる親睦を図るべく、楽しい趣向
を凝らし活動をしてきました。
・友好クラブ交流委員会
平塚湘南ＲＣとの交流を主とする委員
会でありますが、本年、地区大会開催に
あたり友好クラブとして参加を依頼し、
足立委員長以下 11 名の委員の皆様で接
待に奔走して頂きました。
・会報委員会
例会ごとの会報の発行に務めてきました。津田委員長を始
めとする 9 名の委員の皆様が役割分担をして、卓話や報告
事項等の原稿の回収に努めてきました。皆様におかれまし
ては原稿提出のご協力を賜わり、ありがとうございました。
・出席/プログラム委員会
ロータリアンの基本である例会の出席向上を目指し、長瀬
委員長以下 3 名の委員の皆様で、有意義なプログラムを模
索してきました。出席率を｢会長支持率｣とし、会長自らが
自分の首を絞めるような企画を行った結果、最近にない支
持率の低下が顕著でありました。会員の増加が質の低下に
ならないよう、皆様の例会への積極的な参加をお願いしま
す。
・広報・雑誌・ＩＴ委員会
谷口委員長以下 2 名の委員会メンバーで活動してきまし
た。｢ロータリーの友｣を始めとする各雑誌に親しんで頂く
べく記事の内容を例会時に紹介しております。活動として
は 2 月 20 日講師例会の開催、2 月中旬に 3ＲＣ合同で、高
山市民時報にロータリー特集号を掲載しました。
・ニコニコ委員会
堀口委員長以下 3 名の委員で月ごとに担当を決め、年間目
標額￥700,000 に向け集金活動をしてきました。貢献度の
高い会員には表彰と記念品の用意もございます。まだ時間
がありますので、どうか皆様には包み隠さず笑顔でニコニ
コへ積極的なご協力をお願いします。
・ロータリー情報委員会
平林委員長を始め、4 名の委員で活動してきました。新会
員を中心としたＩＤＭを 28 年 8 月 29 日に実施し、28 年 9
月 5 日にはＩＤＭ報告例会で発表いただき、ロータリーに

委員長 高橋

厚生

皆様のご協力により一年間を終われま
す事に感謝致します。ありがとうござ
いました。前年を踏襲した企画運営で
ございましたが、少し趣が違うとすれ
ば、新緑例会におきまして｢中橋清掃｣
を行いました。新緑？とのご意見もご
ざいましたが、｢体を動かしての奉仕活動も良いねぇ｣との
ご意見も伺う事ができ、少しホッとしております。拙い設
営で、委員の皆様、ご出席いただきました皆様には、ご迷
惑をお掛けしました。また田中会長を始め、担当統括理事
の高原さん、事務局の河上さんには大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。次年度以降も精進致します
ので、よろしくお願い致します。

常孝

昨年度、25 周年記念例会に相互で参加
した事で、今年度は交流を休む年でし
たが、当クラブが地区大会を開催する
にあたり、平塚湘南クラブに参加いた
だく事を聞きいれて頂き、急遽 10 万円
の予算計上をして、懇親会を大会前夜
に開催いたしました。
平塚から 10 名来高いただき、剱田ガバナーから｢くれぐれ
も粗相の無い様に｣と釘を刺されましたので、当クラブか
ら久々野さんと直井さんに接待のお手伝いを頂き、一次会
も、二次会も十二分に楽しんでいただきました。もっと楽
しみたい平塚の会員さんが周さんを指名して三次会に、そ
の節は周さん助かりました。
予算 100,000 円、支出は 70,020 円、残高 29,980 円、1 月
13 日と 14 日に、地区大会に沢山の参加を頂いたお礼に、
剱田ガバナー・伊藤代表幹事・三枝幹事と 4 人で、平塚湘
南クラブの新年例会にお礼の挨拶に出向きました。
一年間ありがとうございました。

◆会員基盤増強維持委員会
統括理事

村瀬

祐治

｢新会員と語る会｣を 1 月 19 日に、椿カ
フェで 6 時 30 分～9 時 30 分まで開催い
たしました。対象者 8 名でしたが 4 名出
席、理事 6 名出席、合計 10 名で開催い
たしました。新会員の方に、入会の動機、
入会してからの感想、クラブに期待する
事など、7 項目についての資料を事前にお渡しして、当日
お話していただく事をお願いして開催しました。
主な意見としては、人脈を広げたい、経営者の方が多いの
で経営学を学びたい、お世話になっている社長さんからの
お誘い、例会で沢山の意見が聞きたい、例会で 3 分間スピ
ーチを入れて頂きたい、ＲＣ活動するに際して名刺を頂き
たい、入会したが組織・委員会・予算・規則など分からな
いので勉強会する機会がほしい等の新会員の考えをお聞
きしました。
まとめとして、最近入会してからは、新会員にフォローが
なされていないと感じます。是非ＲＣの情報をお伝えして、
理解して頂く努力は必要だと思います。また例会以外にも、
入会して 2～3 年の方を対象として交流会も必要だと思い
ました。これらの対応が、脱会防止に繋がると考えます。
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◆職業奉仕委員会

委員長

新井

信秀

委員長に新井、副委員長に大原さん、
委員に仲谷さん、渡辺さん、西倉さん
の 5 名となります。基本方針は｢様々な
経営者が集う例会に出席し、職業倫理
をお互いに学ぶ｣となります。
活動として 2 回の卓話例会を開催しま
した。11 月 14 日に島さんに｢職業倫理について｣、2 月 27
日に副委員長の大原さんに｢服部パストガバナーにおける
職業奉仕の捉え方について｣です。1 年間ありがとうござ
いました。

◆奉仕プロジェクト委員会
委員長

◆ロータリー情報委員会 委員長 平林
和田

良博

奉仕プロジェクト委員会は会員皆様のご協力の下、平成
28 年 8 月 6 日に高山工業高校に於いて｢親子で体験教室
“削り華”でアートフラワーを作ろう｣を計画しました。
参加者は午前 26 組、午後 22 組と当初の募集予定の 40 組
を上回りました。高校側の協力は、教頭様始め 3 名と生徒
5 名、丸進工機の寺地様始め削り華のメンバーは 8 名と大
工さん 2 名で、削り華の作り方の指導をして頂きました。
前以て鉋屑の色づけ作業や花瓶の用意、花束にするような
材料の準備をして頂き、良い花束が親子で完成し喜んで持
ち帰られました事と、会場で鉋屑が華になる様に削って頂
いた大工さんのすごい技も見せて頂き
ました。
会員メンバー38 名と総勢 153 名の大行
事でありました。地区補助金も活用し
成功裏に終わって良かったと思ってい
ます。

◆社会奉仕委員会

委員長

にと努めてきました生涯福祉施設高山山ゆり園や母子寮
の清和寮です。
いずれも老朽化し施設の改善が急務となっています。飛騨
慈光会後援会は平成 18 年に設立されて以来多くの寄付金
を集めてきました。昨年度も 2750 万円の寄付があり御礼
等がありました。
平成 29 年 4 月 10 日は高山市における社会奉仕の現状と題
しまして市民活動部高原部長に卓話を頂きました。奉仕活
動を社会全体で推進する中で「協働のまちづくり」「能力
を地域で生かす」「スポーツでつなぐ」を考えて自分たち
で出来る地域の取り組みに積極的に参加して頂きたいと
の話でありました。

和田

英一

平成 28 年 8 月 29 日、卯木にてＩＤＭ
を行いました。新入会員の二木さん、
直井さん、前年度入会の古橋さん、
平川さん参加で委員会のメンバーに、
19 代会長の橋本さん、直前会長の山本
さんを迎えてのロータリーの研修を行
いました。高山中央ロータリークラブの倫理基準、常に如
何なる場合においても、如何なる場所においても｢恥じな
い｣姿勢の理念を大事にしたいと改めて感じた次第です。
29 年 5 月 8 日、剱田ガバナーに卓話をお願いしました。
28 年規定審議会のクラブに関する決定事項とロータリー
の今後の理想とするのは？標準となるロータリークラブ
の定款にどう対応していくべきか考えさせられました。次
に、ロータリーは何なのか？｢奉仕の心｣をもつ人づくりそ
のものが本質であることを改めて感じたのでありました。
この一年、剱田ガバナーにロータリー哲学を伺い本当にお
世話になりました。ありがとうございました。

良博

平成 28 年 11 月 21 日に高山中央ロータリーから委員を出
している「飛騨慈光会の現状と今後の課題」と題しまして
卓話を田中理事に頂きました。昭和 30 年に高山仏教会が
中心になり設立され、地域の児童福祉と障害者福祉の充実

＜ニコニコＢＯＸ＞
先日、娘を嫁に出すことが出来ました。これで、子供から
解放された気持ちと少し寂しい気持ちが入り乱れて変な
感じです。感謝を込めてニコニコへ。
岩本 正樹

ウルトラマラソンでは、大勢のお客様にお越し頂きました。
ありがとうございました。感謝を込めてニコニコへ。
海老沢 玲子

先週はお休みしてすいません。横須賀でアメリカ軍の潜水
艦を観てきました。
前越 路子

昨日は、はぐるま会に出席の皆様ご苦労様でした。晴天の
もと大変楽しくプレーさせて頂きました。先週は、誕生日
のお祝いありがとうございました。
田中 雅昭

例会、久しぶりに来ることが出来ました。中々参加が叶わ
ず申し訳なく思っております。
古橋 ひと実

田中会長、一年間ご苦労様でした。
本日、早退させて頂きます。

周

信夫

下田

徳彦

