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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 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

 

＜会長の時間＞ 会長 田中 雅昭 
 

皆さんこんにちは。 

残 2 回目の会長の時間です。

会長の時間も 39 回を数えま

したが皆様方には会長の時

間の内容はあまり記憶に残

っていないかと思いますが、

最終例会を前に最後のお話

をさせていただきます。 

さて、私は明日 6 月 20 日で

60 歳の還暦を迎えます。記念すべきこの年に高山中央ロ

ータリークラク会長を経験できたことは、60 年間の中で

も大変貴重な経験をさせていただいたと感謝に堪えませ

ん。自分の人生ドラマはやがて折り返し点？を越え、残り

30 年のドラマが待っています。そしてどのようにプロデ

ュースするかは正しく自分次第です。日々惰性で過ごし、

夢もなく希望もなく当てもなく・・・なんてもったいない

ことでしょうか。30 年の人生ドラマ劇場の脚本はまだま

だ未完成ですが、自身で監督をし脚本をしながら主演男優

として日々楽しみながら、しかし日々必死に、尚も真面目

に努力を積み重ねていくことが、輝かしい人生ファイナル

になる事、間違いなしと確信しております。我がクラブは

今後ますます活気を呈し、老いも若きも和気あいあいと人

生道場の糧となり、より一層充実したロータリーライフが

送れることでしょう。ロータリーに乾杯！！そして・・・

我が人生に悔いなし！！  
 

 

此の世はすべてが偶然ではなく必然であると言われてい

るが、善きを想い、善き行いを積み重ねていけば、天が決

めた運命をさらに良き運命へと導く事が出来るのです。 

 

さて会長支持率やいかに！！ 

（6.12現在 84.23％） 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 学 
 

◎ＲＩ本部より 

  ・ザ・ロータリアン誌 

○第2820地区土浦南ロータリークラブ 

会員稲本修一さんより 

  ・孫の心臓移植募金の御礼 

○米山記念奨学会より 

  ・ハイライトよねやま 207 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

  ・乗鞍岳の自然環境保全事業開催のお知らせ 

   （乗鞍岳 外来植物除去作業ボランティア募集） 

＜ムラのミライより＞ 

  ・本部事務所移転のご挨拶 

   〒662-0856 兵庫県西宮市城ヶ堀町 2-22 

早川総合ビル 3Ｆ 

    電話/ＦＡＸ：0798-31-7940 

Email：１info@muranomirai.org 

＜学校をつくる会より＞ 

  ・ＪＨＰニュース他 

＜会報＞ 

  ・高山ＲＣ  ・美濃加茂ＲＣ 

 

＜クラブアッセンブリー＞ 
 

◆会報委員会 委員長 津田 久嗣 
 
会報委員会メンバー10名で、当番制

で会報を作成致しました。クラブの

ホームページでも配信させて頂いて

おります。会報作成は、大変ですの

でメンバーはもう少し多い方がいい

かなと思いました。 

 

◆ニコニコ委員会 委員長 堀口 裕之 
 

数十年前先輩に「出さないと入って

こない」と言われましたので、今ま

で出させて頂きました。あと 1 回例

会があります。皆様からのニコニコ

を期待しております。ガバナー年度

と言う事かなと思いますが、今年度

の目標額を達成しました。次年度第

一例会にて表彰させて頂きます。ありがとうございました。 

◆会長  田中 雅昭   ◆幹事  中田 学   ◆会報委員長 津田 久嗣  ◆会報担当 中田 一男 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1135 回 
59 名 58 名 48 名 － 82.76％ 

前々回 

1133 回 
59 名 58 名 46 名 0 名 79.31% 

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＞ 

「因果応報」の法則 

mailto:１info@muranomirai.org
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◆出席／プログラム委員会 
 委員長 長瀬 栄二郎 
 

ロータリーの基本である出席義務の

確認と、例会出席率の向上を目指す

とともに、会員相互の交流を深めら

れるよう、有意義なプログラムを制

作するという基本方針において活動

に取り組んでまいりました。 

合計 9回の例会を担当させていただ

きましたが、当初 3回ほどは地区大会に向けた実行委員会

が主体となる例会でした。私どもの委員会としては、剱田

ガバナーの時間、会長エレクトの時間を企画させていただ

き、軽スポーツ例会として今年は皆さまに座禅・太極拳に

挑戦していただきました。残すところ、慰労例会として最

終例会を担当させていただきます。剱田ガバナー年度の締

めくくりとして、有意義な例会となるよう取り組ませてい

ただきたいと思います。 

本年度も皆さまにお力添えをいただき、誠にありがとうご

ざいました。 

 

 

◆環境保全委員会 委員長 道下 利一 
 （代理：幹事 中田 学） 
 
1回の担当例会は 2月 12日、国土交通省中部地方整備局

高山国道事務所 建設監督官 大﨑義保様をお迎えし「中部

縦貫自動車道建設事業と環境保全の取組みについて」と題

してお話頂きました。また、親睦活動委員会担当の新緑例

会の前に「中橋と中橋付近の清掃活動」行って頂きました。 

 
 
◆国際奉仕委員会 委員長 渡辺 修治 
 
9月 12日高山市国際交流員の胡嘉星

様に卓話をして頂きました。酒の席

では過激な発言があると聞いていま

したが観光案内の話で終わりました。

2月 6日は、剱田ガバナーに「国際

奉仕の理解を深める」をテーマにロ

ータリー全般についてお話し頂きま

した。ありがとうございました。 

 

 

◆会員維持増強委員会、 
会員選考/職業分類委員会 

 委員長 坂之上 健一 
 
今年度は、純増 5 名・退会０を目指

してきましたが入会 4 名・退会 1 名

と目標に叶いませんでした。担当例

会は 2 回で、１回目は退会防止をテ

ーマにロータリーの基本について話

をさせて頂き、アンケートを取らせ

て頂きました。結果としては、全体

的にはほぼ満足と言う事でしたが、会費の不満が少しあり

ました。2回目は、地区の増強委員であります平林英一さ

んに卓話を頂きました。そして新会員候補者を書いて頂き

ました。 

未充填職業分類表の再調査を行い、次年度大保木委員長に

渡したいと思います。 

◆青少年奉仕委員会 委員長 下田 徳彦 
 

青少年奉仕委員会は、青少年育成と

インターアクトの主に 2 つの活動が

あります。青少年育成としては継続

事業であり、当クラブが力を入れて

いる「出前講座開催」、インターアク

トとして「益田清風高校インターア

クトクラブの共同スポンサー」とし

て活動支援を行って来ました。活動報告としては、「高山

市キャリア―教育を考える会」が主催する「出前講座」を

2回開催しました。1回目は、事業として昨年 6月 10日に

丹生川中学校において今年度の前倒し開催し、2 回目は、

先月 5月 29日に中山中学校で開催しました。 

担当例会は、11月 28日に高山市教育委員会学校教育課 梶

田哲也指導主事をお招き、今年度の出前講座の実施報告、

今後期待する事について講演をして頂きました。地区との

連携による出前講座の普及推進も私に課せられた大きな

役目でありますが、先日開催された出前講座においては、

次期ＡＧ井尾様をはじめ、地区委員会のメンバーにも参加

して頂き一歩前進することが出来ました。益田清風高校イ

ンターアクトクラブが毎年開催している、国際奉仕活動に

昨年 7 月 10日と 11月 12日の 2回参加協力しました。10

月の地区大会では、ロータリーデーのイベントとして、益

田清風高校インターアクトクラブの生徒にボランティア

スタッフとして協力して頂きました。皆様のご協力のもと

1 年間無事に委員長を務めさせて頂きました事に感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

 

 

◆広報/雑誌／ＩＴ委員会 
 委員長 谷口 欣也 
 
3名で活動して参りました。 

「ロータリーの友」と「ガバナー月

信」の記事を第一例会に紹介しまし

た。メンバー全員で分担して行えば

よかったかなと思い、反省点です。

ロータリーの友には「親子で体験教

室」と「剱田ガバナー地区大会」の

記事を投稿致しました。担当例会は、地区の広報ＩＴ部門

委員長にお越し頂き卓話を頂きました。 

ご案内ですが、ロータリーの友 10 月号の「クラブを訪ね

て」に当クラブが載る事になりました。7月 3日第一例会

に集合写真を撮ると言う大仕事がありますので休むこと

の無いようお願いします。また、個別にインタービューを

させて頂くと思いますのでご協力の程よろしくお願いし

ます。 

 
 
◆ロータリー財団委員会 委員長 永井 信次 
 
グローバル補助金へのチャレンジに

ついては、本当に残念でしたが、実

現は叶いませんでした。詳細につい

ては先日ご説明させて頂き、またガ

バナー月信にも失敗の顛末を掲載さ

せて頂きました。当クラブとしては、

やるべきことはやったつもりではい

ましたが、一方で見方によっては、当クラブの汚点でもあ

ろうと存じます。私としましては、当クラブの今後の活動

の中で、あの失敗があったからこんな素晴らしい国際貢献

が実現した、と言ってもらえる位のグローバル補助金を利

用して、国際貢献チャレンジをして頂ければと存じます。
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そんな時は、私永井そして今井は、どれだけでも力になり

たいと考えておりますのでよろしくお願いします。１年間

ありがとうございました。 

◆米山奨学委員会 委員長 黒地 重雄 
 

米山記念奨学会への寄付としては、

各個人で普通寄付 4,000 円 特別寄

付 3,000 円をして頂きました。担当

例会は、12 月 12 日で地区米山記念

奨学部門委員長の後藤博美様に、米

山事業理解促進のための卓話をして

頂きました。今年度も皆様方のご理

解とご協力に対し感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
一週間かけて、アトランタ世界大会に出席して参りました。
感動と移動疲れが残っています。 

伊藤 正隆 清水 幸平 
 

 
 
 
急用が出来ました。すいません。早退致します。 
 久々野 国良 
 


