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「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」
◆会長

中田 專太郎

◆幹事

谷口 欣也

◆会報委員長 大原 誠

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

会長支持率

本 日
1161 回

56 名

56 名

41 名

－

73.21％

前々回
1159 回

56 名

56 名

41 名

4名

80.36%

飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

◆会報担当 阿部 眞澄美

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

＜会長の時間＞

会長

中田 專太郎
我等の生業

中田

專太郎

現在行われております平昌オリン
ピックですが、日本人のメダル獲得
数もこれまでの冬季オリンピック
で最多だということです。極寒（ご
くかん）の中で行われる種目もあっ
たり、開始時間が特殊だったりと大
変な試合を強いられるなどの報道
もありますが、開会式には本当に感動しました。
特に目を惹いたのは、裸のトンガ旗手でもなければ、エス
トニアのブロンドの美人旗手でもなく、自分的には、やは
りスタジアムの夜空を飛び交って、様々な造形物を創り出
した 1218 台のドローンによるパフォーマンスです。但し、
あれは安全性を考慮しての事前録画だったということで
すが…。
ドローンは剱田ガバナーの地区大会でも活躍しましたが、
1218 台の空中パフォーマンスは世界最大であり、本当に
素晴らしかったです。
あれを演じたのは、パソコンのＣＰＵで有名なアメリカの
インテル社なのですが、独自のアルゴリズムがコンピュー
タに組み込んであって、実際の造形物を手書きでプログラ
ミング出来るらしいです。
宅配から軍事目的まで。今後もさらに用途が多様化されて
いくドローンですが、世界シェアの 80％を占めているの
は、ほとんどが中国です。そしてフランスとアメリカです。
残念ながら日本ではほとんど作られてはいないようです。
ところで、その中国にはロータリークラブはあるのでしょ
うか？
実は、北京と上海に 2 つのロータリークラブが存在します。
中国では、1919 年に一度創立されはしましたが、1949 年
に中国大陸のＲＣはすべて解散されました。その後、2005
年のＲＩ理事会において、中国に対するＲＣ拡大の門戸を
開き、現在、上海と北京にＲＣが存在します。ただし、ほ
とんどの会員は海外からの駐在員でありますが、かなり盛
大にクラブ活動は行われているようです。今後、中国のロ
ータリークラブは、少しずつ広がっていくのでしょうか？
ドローンの中国、日本の今後も含めて、大変気になるとこ
ろではございます。

＜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
・財団室ニュース
・米山奨学生の世話クラブとカウンセラーのお願い
受け入れ奨学生
レ・ヴアン・チ さん（ベトナム出身 男性）
岐阜大学在学中（社会基盤工学科専攻）
◎国際ロータリー第 2630 地区
木村静之ガバナーエレクトより
・2018-19 年度国際ロータリーのテーマの報告
「インスピレーションになろう」
〇国際ロータリー第 2630 地区ローターアクト委員長より
・2017-18 年度「第 40 回地区年次大会 無知の知」
登録のご案内
日時：5 月 13 日（日）10：30～16：30
会場：四日市シティホテル
登録料：7,500 円
〇ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 215 号
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
3 月 1 日（木）12：30～
（株）和井田製作所 職場訪問例会
3 月 29 日（木）休会 定款により
〇ロータリーの友事務所より
・2018-19 年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い
＊お申し込みの方は事務局まで
＜高山市教育委員会より＞
・平成 30 年度
「高山市キャリア教育を考える会出前講座」会議のご案内
日時：3 月 8 日（木）15：00～16：00
会場：高山市役所２階会議室
＜TNK 東日観光（株）より＞
・2018 年国際ロータリー年次大会のご案内
＜叙勲褒章受章者より＞
・叙勲褒章受祝賀会出席のお礼状
＜会報＞
・可茂ＲＣ
・美濃加茂ＲＣ
下呂ＲＣ
＜受贈誌＞
・文苑ひだ
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＜会員維持増強委員会＞
委員長

大保木

正博

高山中央ロータリークラブは設立
から 25 年(四半世紀)の節目を超え
ました。
かつて国全体の人口が右肩上がり
の増加にあった時から、社会は今後
少子高齢化の時代へと向かってい
くといわれていました。
こうした時代背景もあり、当クラブも設立 25 年を過ぎた
今、今後の会員増強の在り方について考える必要がある時
だと思います。
本日の担当例会ではそうした視点から、各テーブルにおい
て委員会委員を中心に、今後の会員増強の在り方について、
会員各位の意見を頂きたいと思います。
本日は結論は出しませんが、本日の皆さんの意見をまとめ
て今後に繋げたいと思います。
もう一点として、今現在、推薦候補者についての意見交換
もお願いします。

＜2 月のお祝い＞
＜会員誕生日＞

阿部

眞澄美

＜夫人誕生日＞
渡辺 甚一
中田 一男
伊藤 正隆
坂之上 健一
＜結婚記念日＞
堀口 裕之
谷口 欣也
伊藤 正隆

２月２６日

美子
さち子
順子
孝子

Ｈ ４年
Ｈ １年
Ｓ５６年

２月 ８日
２月 ９日
２月１８日
２月２４日

２月 ８日
２月１８日
２月２５日

以上により、各テーブル毎に意見交換と協議を行ないまし
た。

＜ニコニコＢＯＸ＞
新会員研修セミナーに参加させて頂きました。大変勉強に
なりました。ありがとうございました。
益田 大輔
先日、高山市教員委員会がキャリア教育における文部科学
大臣賞を受賞され、その報告に行って参りました。中野谷
教育長より「この賞は出前講座に関わっていただいた皆様
のおかげです」とのお礼の言葉を頂きましたので御報告致
します。これを機に出前講座が益々発展することを祈念し
てニコニコへ。
下田 徳彦
先日の節分例会、年男が私一人でどうなることかと思いま
したが、心優しいロータリーの友人の皆様（久々野さん・
渡辺 甚一さん・田中さん・小出さん）のおかげで、なん
とバブリーダンスを踊る事が出来ました。積極的に女装を
される皆様の姿に感動しました。人生初の女装はいい経験
になりました。感謝。感謝。
高木 純
先日の節分例会では、お美しい皆様のダンス・・ありがと
うございました。本当に楽しませて頂きお花まで頂きあり
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
第 3 弾 恵比須之湯に行きました。ところが岩本さんは剱
田さんと水質調査で海外出張との事でまた会えませんで
した。淋しかったです。
久々野 国良

妻の誕生日にお花をありがとうございました。ピンクのス
イトピー等とても素敵な花で食卓に飾り楽しみました。
中田 一男
羽生選手・小平選手、金メダルおめでとうございます。そ
して感動をありがとうございます。また、高木先生におか
れましては還暦おめでとうございます。節分例会では、キ
レッキレッのバブリーダンスで異次元の感動を与えたよ
うでリアルタイムで見られなかったのは残念です。ただそ
の後、奥さんの化粧品や衣類が紛失しているような噂を聞
きました。60 にして目覚める。そっちの道には行かない
よう祈りを込めてニコニコへ。
鶯塚 英雄
海外では羽生（はにゅう）さん、国内では羽生（はぶ）さ
んの話題の先週でした。中 3 の藤井君、優勝賞金 650 万円
頂いて 6 段に昇進。お見事でした。
足立 常孝
商工会議所青年部の全国大会が 2/15～2/17 の 3 日間で無
事終了致しました。全国から集まったメンバーで盛大に行
われました。ＯＢの皆様をはじめ、ご協賛頂きました皆様
ありがとうございました。今年は 10 月にはブロック大会
が高山で開催されます。そちらもよろしくお願いします。
高橋 厚生 井ノ下 雄志

