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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 

＜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 中田 專太郎 
 

昨日は早朝より、美濃加茂シティ

ホテルで行われました 2630 地区

濃飛グループのＩ・Ｍ並びに美濃

加茂ＲＣ創立 50 周年の記念式典

＆祝賀会に、会員の皆様とバスに

揺られながら行ってまいりまし

た。 

参加してくださいました我がク

ラブの会員の皆様におかれましては、お礼を申し上げます、

と共に早朝から遅くまでお付き合い下さいまして、本当に

お疲れ様でした。 

Ｉ・Ｍの中で、濃飛グループの各会長が発表されたクラブ

の現状と「10 年後のクラブのあるべき姿」を通して、そ

れぞれのクラブの現状や問題点を知ることが出来ました

し、将来についての課題も理解することができ、大いに参

考になりました。 

総合的な将来の課題については、やはり「会員増強」が大

きなウエイトを占めていることが分かりました。そのため

にはクラブの充実ということで、それぞれのクラブが趣向

を凝らしていられることが認識出来ました。 

午後からは会場を移して、美濃加茂ＲＣの 50 周年の記念

式典と祝賀会が盛大に開催されました。大変楽しませてい

ただきましたし、たっぷり飲ませていただきました。これ

につきましては、のちほど参加された会員の方々からスピ

ーチがありますので、そちらでお聴きいただいきたいと思

います。 
 
＜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 

  ・会員増強セミナー開催のご案内 

   日時：1月 20日（土） 

10：00～ 

   会場：岐阜グランドホテル 

   登録料：7,000円 

   出席要請者：会長・幹事・会員増強委員長 

＜出席/プログラム委員会＞ 委員長 橋本 修 
 
ＩＭに出席されましたメンバーの中

から 3 名に方に報告をお願いします。 

「始めて参加して」「久しぶりに参加

して」「美濃加茂ＲＣ創立 50 周年記

念式典に参加して」と題してそれぞ

れ 6～8 分程度の時間でよろしくお

願いします。 

 

＜ＩＭ報告＞ 

高木 純 
ＩＭに本当に久しぶりに参加して、

2630地区の 7クラブだけの会合だと、

岩本正樹さんに教えてもらいました。

可児・可茂・美濃加茂・下呂・高山・

高山西・高山中央の 7 クラブのミー

ティングでした。 

「10年後のクラブのあるべき姿」と

いうテーマで各クラブの会長さんが話されました。 

以下内容です。 

・高山ロータリークラブ 

例会の出席率の改善が必要 

現在 39名 平均 60歳以上 

会員増強の一環としてクラブの例会 4回のうち1回を夜例

会の提案 

毎年 1人から 2人入会目標 

会費の値下げ 会員の種類を増やす 在籍しやすくする 

・下呂ロータリークラブ 

5年で会長 60周年 現在 22名 

青少年交換 

地域事業 循環器疾患が多い 食塩摂取量が多いので減

塩の取り組み 

地域の需要に応じた事業 

奉仕する中身が大切 

・高山西ロータリークラブ 

40名 全員の創意と工夫 

交換学生歓迎会 ミニソフトバレーボール 

夜間例会 飛騨高山高校ＩＡ 

例会出席率 80パーセント以上 

将来に向けた取り組みとして、各委員に活動を任せる 

1年に 1名の増強 

地区クラブを出せるようなグラブ 

◆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 松之木 暎一 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 会長支持率 

本 日 

1152 回 
57 名 56 名 41 名 － 73.21％ 

前々回 

1150 回 
57 名 56 名 36 名 6 名 75.00% 

 

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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・高山中央ロータリークラブ 

女性会員の勧誘 

出前講座の充実、継続 

ものづくり教室 

ＲＩ会長賞連続 24回 

正規分布図による説明 

年度をまたいだプロジェクト 

グローバル補助金の活用事業 

・可児ロータリークラブ 

可児ジュニアゴルフスクール 

韓国 南富川ＲＣとの交流 

可児市は、外人が多い 

可児市の現状分析 就業者人口 

可児市の財政 赤字 

近隣のロータリーとの協力が必要 

・可茂ロータリークラブ 

15名→10名 

可児国際協会 ボートのロールを寄付助成 

30名必要 グローバル補助金のためには 

・美濃加茂ロータリークラブ 

33名 会員増強 若手 

活動資金 組織活性 

5年後 50名を目指す 

鳥羽ロータリーと交流 

第 1例会 清掃奉仕活動 

社会開発事業 ＩＡ合同作業 

太田橋のたもとに噴水を寄贈 

オーストラリア 国際交流 アボリジニ人との友好 

柿狩り 社会福祉奉仕事業 

特色のあるロータリー 

しかし、地元ではライオンズが有名 

そのあと、ガバナー補佐の井尾様の総評があり、最後に剱

田パストガバナーより「10 年後は、人口動態により、必

ず会員は減少する。会員数だけが、指数とはならない。Ｃ

ＬＰを取り入れて、例会の充実・奉仕の理想・減少する会

員数に対応するクラブにすることが必要」と話されました。 

以上ＩＭに参加することにより、ロータリーの現状と未来

を学ぶことができました。将来を見据えた取り組みがいか

に必要かがわかりまた。 

 

直井 泰司 
今回初めてインターシティミーテ

ィング(ＩＭ)に参加致しました。 

いまだにロータリークラブの構成

や流れ、横文字の呼び名の意味が分

からないままバスに乗りＩＭの会

場へと向かいました。バスの中で相

席した田中将昭さんにＩＭの意味

や今回のミーティングの意味を教えて頂き会場に到着い

たしました。 

「ロータリー10 年後のあるべき姿とは」という議題で、

高山・下呂・高山西・高山中央・可児・可茂・美濃加茂ロ

ータリーの七つのロータリーの各会長が発表いたしまし

た。 

どのロータリーも 10 年後の姿というより、現状の問題点

や現状の取り組みの発表が多く「どこのロータリーも維持

が大変なんだなあ」と感じました。 

具体的には、高山ロータリーは「会員増強・例会活性化」、

下呂ロータリーは「地域医療・健康問題についての取り組

み」、高山中央ロータリーは「学校や親子を対象とした体

験や講座の実施・女性会員の増強」、可児ロータリーは「ジ

ュニアゴルフスクールの実施・外国人との交流」、可茂ロ

ータリーは「会員増強」、美濃加茂ロータリーは「会員増

強・委員会活動等の組織の活性化・海外交流・サクラとモ

ミジ 200本の植樹」 

そんな中で美濃加茂ロータリーは「メンバーがメンバーを

思いやるロータリー」、高山西ロータリーは「ワクワクす

るロータリー活動」といったスローガンを掲げていました。 

特に高山西ロータリーは「全員の創意工夫で前年とは違っ

た事をやろう」や「交換留学生の派遣・受け入れ」「ホス

トファミリーの激励会」「各会員が当事者意識をもって参

加する」等の発表もあり「10 年後は足腰の強いクラブを

目指している」といった前向きな取り組みをしてみえまし

た。 

今回の参加で思ったことは、やはりしっかりとした一つの

目標を立て、色々なクラブや人との関りを持ち、ほかのク

ラブの良いところは取り入れて刺激を受けながらみんな

で目標に向かっていく事が一番大切ではないだろうかと

感じました。 

 

小出 貴博 
今回、美濃加茂ＲＣ創立 50周年式典

に参加して・・・。 

移動バス内での映画について少し話

をさせて頂きたいと思います。今回

は、2本鑑賞しました。1本目は、“チ

ア・ダン”という福井県の高校生が

チアダンス部の創部から 3 年間で全

国制覇・世界大会で優勝するという青春サクセスストーリ

ーでした。会長もほろりと来る映画で絶賛でした。 

2本目は、山田洋二監督“家族はつらいよ”でした。家族

のつながりを考えさせられました。 

そして、50 周年の式典ですが、点鐘から国歌・来賓の話

等々で、1時間ほどの式典でした。 

次に祝賀会に移りました。オープニングは、美濃加茂高校

のブラスバンド部が場を盛り上げてくれ、無理なアンコー

ルにも、しっかり対応してくれました。 

美濃加茂高校のブラスバンド部は、東海大会で金賞を取り、

今年度で 18 回目の全国大会出場で、金賞を目指している

との事でした。さすが全国大会に出場されるだけあり、素

晴らしい演奏でした。“チア・ダン”と目の前にいるブラ

スバンド部が重なって見え、感動しました。 

乾杯前には「50 周年の歩み」というＶＴＲが流され、宴

会では、会場を音楽が奏でられる中、楽しい雰囲気で居心

地良く過ごせました。このような雰囲気作りは、参考にな

ると思いました。 

宴会は 1時間半程で終わり岐路につきました。 

その後、予定にない 2次会・3次会で、皆さんと楽しくお

酒を頂きました。ありがとうございました。 

以上で、美濃加茂ロータリー創立 50 周年記念式典の報告

といたします。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
昨日はＩＭに参加させて頂きありがとうございました。と
ても充実した一日で、日々の忙しさから現実逃避出来まし
た。が、この 2 日間の仕事が残っていると思うとトホ
ホ・・・なんですが。竜宮城に招待されたような楽しい時
間に感謝してニコニコへ。 直井 泰司 
 
恐ろしくもあり、ありがたい 40 回目の結婚記念日に花を
ありがとうございます。50回目に向かってガンバリます。 
 山本 辰男 
 
結婚記念日のお花、ありがとうございました。和田 良博 

 
 
 
本日、ＳＡＡ担当会員が誰も早く来れなく、会場準備を有
志の皆様で行って頂いたそうでありがとうございました。
感謝！感謝！ 岩垣津 亘 
 
ＩＭ、中田会長・谷口幹事・参加された皆様ご苦労様でし
た。 周 信夫 
 
昨日は多くの皆様にＩＭにご参加いただきありがとうご
ざいました。本日は、出張にて早退させて頂きます。岩本
副幹事、最後よろしくお願いします。 谷口 欣也 
 


