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＜点 鐘＞ 会長 中田 專太郎 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

 

＜会長の時間＞ 会長 中田 專太郎 
 

本日、鈴鹿シティＲＣの会員さん

が何名かお見えになる予定でし

たが、最終的には山川敬止様のみ

が出席することになっておりま

した。しかし、急用のため出席で

きなくなり、高山中央ＲＣの皆様

に申し訳ないと言う事で、山川敬

止様より「なが餅」を「皆さんで

分けて下さい」と、島さんが預かってみえました。皆様の

席に配りましたので食べて下さい。鈴鹿シティＲＣの山川

敬止様のロータリアンとしてのお心遣いに感謝申し上げ

ます。 

世の中には、名言や格言や諺が沢山ありますが、中には間

違ったまま、その意味を理解しているものもあるのではな

いでしょうか。例えば、福沢諭吉。彼曰く「天は人の上に

人を造らず。人の下に人を造らず・・・」。流石は福沢諭

吉。「壱万円札になるだけあって、いいこと言うね」「なる

ほど、人は元々平等だということか！」などと思っていま

したが、福沢諭吉は、そんなことは言っていないのであっ

て、「人は本来平等であるはずなのに、実際には違うじゃ

ないか。そう！学問をしないと、そういう差が出て来るん

だよ」ということを、「学問のすすめ」で著しています。 

もう一つは、「情けは人のためならず」私はこれを聞いて、

「そうか！人に一方的に同情したり、手助けをすることは、

やっぱりその人のためにならないんだな！偽善なんだ

な！」と思いましたが、これも本来の意味はさにあらず！

この格言のよくよくの意味は、「人に親切にすれば、もち

ろんその相手のためにもなるけど、それだけではなく、や

がてはよい報いとなって自分に戻ってくるのだよ」という

ことでした。 

ところで、ＲＣの人道支援活動（グローバル補助金による

支援活動）も、「支援活動なんて、偽善行為なんじゃない

か？」なんて、ともすると考えてしまうこともあるかもし

れませんが、特定の人々や地域を支援することで、やがて

は自分達、もっといえば地球全体にとっても、よい結果を

もたらすことになる・・・。と考えると、支援事業の意義

がより明確なものになるのではないでしょうか？ 

 

＜幹事報告＞ 幹事 谷口 欣也 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

  ・ロータリー財団セミナーのご案内 

   日時：10月 21日（土）12：00点鐘 

   会場：ホテルグリーンパーク津 

   登録料：6,000円 

   出席要請者：2018－19年度会長 

またはロータリー財団委員長 

◎米山梅吉記念会より 

  ・秋季例祭のご案内 

   日時：9月 16日（土）14：00～ 

   会場：米山梅吉記念館ホール 

   講師：伊藤 博 様 

  ・賛助会ご入会のお願い 

  ・館報 2017秋号 

○高山西ロータリークラブより 

・講演会のご案内 

   日時：9月 22日(金)18：50～20：00 

   会場：ひだしんさるぼぼ倶楽部サロン棟 2Ｆ 

   講師：六角 裕治 様 

   演題：「飛騨高山ブランド」について 

  ・例会変更のお知らせ 

   9月 22日（金）18：00～ ひだホテルプラザ 

        講演会公開例会のため 

   9月 28日（金）12：30～ 

ホテルアソシア高山リゾート 

        高山 3ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会 

＜清徳会より＞ 

  ・創立 30周年式典のご案内 

   日時：10月 7日（土）11：00～  

会場：高山グリーンホテル 

＜会報＞ 

  ・可茂ＲＣ  ・高山ＲＣ 

＜受贈誌＞ 

  ・文苑ひだ 

 

◆会長  中田 專太郎   ◆幹事  谷口 欣也   ◆会報委員長 大原 誠  ◆会報担当 永井 信次 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1143 回 
57 名 56 名 47 名 － 83.93％ 

前々回 

1141 回 
57 名 56 名 38 名 5 名 76.79% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2017～2018 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」 

＜出席報告＞ 
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＜会員維持増強委員会＞  

 委員長 大保木 正博 
 
今年度の 

会員維持増強会員選考職業分類委員会計画 
 

第 1 会員増強のためのクラブの現状評価 

企業は製品、または業務を常に

改善して顧客と共に社員の満

足度も高めようとしています。

同様に、クラブの現状評価を行

い、会員であることの価値と満

足度を高めることは、ＲＩ会員

増強ツールにもあるように、元

気な会員基盤づくりの第一歩

と考えます。 

「入会したい」「会員であり続けたい」と思われるクラブ

となるために、現状評価の調査（会員アンケート）を実施

し、結果分析を行ない、会員に公表することにより、今ロ

ータリーに必要とされる多様な会員が所属意義を感じて

集まるクラブを目指したいと思います。  

実施については以下の要領で行ないます。 

1. 会員の現状把握 

「会員職業・専門知識・スキルに関するアンケート」

及び「会員満足度アンケート」の実施、統計化し、ま

とめます。 

2.地域社会のデータ収集 

地元の職業分類や雇用統計・国勢調査等から、地域の

人口分布・職業分布と当クラブの会員分布・職業分布

を比較分析し、多様な会員を効率的に集めるための資

料とします。（商工会議所他の統計から収集） 

3.会員維持力を高めるために（退会者アンケート） 

会員が入会から何年後にどのような理由で退会するの

かを調査します。結果は委員会内で検討し、クラブの

弱点を改善し、強みを生かすことにつなげます。 

4.実施計画 

 ①平成 29年 8月 28日の例会で「会員職業・専門知識・

スキルに関するアンケート」及び「会員満足度アンケ

ート」を実施します。合わせて現時点での候補者情報

を会員からテーブル単位の話し合いから収集します。 

 ②アンケート結果を統計化します。 

 ③地域データを収集・まとめます。 

 ④退会者アンケートを実施・まとめます。 

 ⑤②～④を 12月一杯をめどに行ないます。 

委員の皆さんには折を見て多少の作業をお願いする

ことがあります、また折に触れ意見の徴収をします

のでご協力ください。 

委員会のミニ会議を実施し意見徴収し、最終取りま

とめを行ないます。 

 ⑥平成 30年 2月 19日例会に報告予定です。 

第 2 会員増強  

例年通り随時会員の増強を図ります。  

 
＜会員満足度アンケート＞ 
 
＜各テーブルにてバズセッション＞ 
 
 
＜委嘱状授与＞ 

地区危機管理委員会委員 益田 大輔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
8/26の誕生日には、お花を頂きありがとうございました。
お祝いメッセージもありがとうございます。いくつになっ
ても嬉しいです。 前越 路子 
 
いつもありがとうございます。昨日は日曜日でしたが、ロ
ータリークラブの方々に御利用頂きました。ありがとうご
ざいましたの気持ちを込めてニコニコへ。 古橋 ひと実 
 
昨日の鈴鹿シティＲＣとの合同ゴルフコンペで少しばか
り賞を頂きましたのでニコニコへ。 三枝 祥一 
 
昨日は、ゴルフお疲れ様でした。夜しか楽しみませんでし
た。 周 信夫 
 
お化け屋敷「百合子」恐怖の中、無事成功に終わりました。
ありがとうございました。 益田 大輔 

 
 
 
8/26・8/27 にて上二之市をやらせて頂きました。沢山の
方に来て頂き感謝です。 二木 公太郎 
 
9/3 日曜日、13 時 30 分より中田專太郎会長が「まちなみ
コンサート」にフルートで出演されます。ちなみに私は
14 時 30 分から出演します。場所は有名な二木酒造です。
お時間のある方はお出掛け下さい。よろしくお願いします。
私、本日会議のため欠席でいません。 高木 純 
 
遅れて来た上、すいませんが早引きさせて頂きます。 
 西倉 良介 
 
本日もニコニコです。よろしくお願いします。 内田 茂 
 


