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＜点 鐘＞
会長 中田 專太郎
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜四つのテスト＞

美人が首を横に振った時には、これはＹＥＳではなく、普
通にＮＯということですので、どうかその点も誤解のない
ようにお願い致します。

＜本日のビジター＞
岐阜ロータリークラブ

＜幹事報告＞

＜会長の時間＞

会長

上杉
中田

千文

様

專太郎

本日はビジターとして、岐阜ロー
タリークラブより上杉千文様に
来ていただいております。
上杉氏は以前、高山の地で高校の
先生をされていたということで、
ご存知のメンバーの方々もいら
っしゃるかもしれません。私は地
元の高校を中途で転校しました
関係上、恐縮ですが存じ上げてはおりませんが、どうか今
後ともよろしくお願い申し上げます。
さて、初孫が出来ましたことはお伝えしましたが、孫はや
っぱり可愛いもので、抱っこする機会も多いです。
ところが冗談とはいえ、抱っこをしながら、ジジにはある
まじきことを、ついつい考えてしまいました。
・・・今の内に、ＹＥＳの時は首を横に、ＮＯの時は首を
縦に振るように、そっと教えたらどうなるのだろうか？
と・・・。
勿論試してなぞ致しませんが、ＹＥＳの時は首を縦に、Ｎ
Ｏの時は首を横に振るのは、いわばグローバルスタンダー
ド（世界標準）なのですが、中にはその逆の仕草をする国
や民族があるのでは？と調べてみましたら、なんと！ヨー
グルトとバラで有名なブルガリアでは、ＹＥＳの時に首を
横に振って、ＮＯの時に首を縦に振るそうです！
その理由もあるそうなのですが、これは時間の都合で申し
上げません。
ベルリンの壁が崩壊し、また冷戦が終結して以来、これま
での東側諸国でも、ＲＣクラブが復活や新設されていると
いうことです。今後ブルガリアのロータリアンと交流され
る場合には、意思を円滑に交換するためにも、その点には
ご留意されてはと思います。
また、念のためですが、ブルガリアの上隣の国であるルー
マニアでは、普通の所作になるとのことです。ルーマニア

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
・財団ニュース 6 月号
・韓国第 3600 地区
派遣引率研修顧問教師同行派遣承諾書及び
インターアクト交流交換会派遣学生推薦の結果
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・地区研修委員会・職業奉仕委員会
合同研修セミナー開催のご案内
日時：7 月 29 日（日）11：00～17：00
会場：岐阜都ホテル
出席要請者：次期 職業奉仕委員長/情報委員長/
会員増強委員長/入会 3 年未満新会員/
どなたでも
登録料：8,000 円
〇可茂ロータリークラブより
・クラブ閉会のお知らせとお礼
＜高山市生涯学習課長より＞
・飛騨地区青少年育成関係者研修会のご案内
日時：7 月 3 日（火）13：30～16：00
会場：飛騨総合庁舎
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・「高山市少年の主張コンクール」開催につき
出役の依頼と出席のお願い
・総会資料の送付
＜高山市市民憲章洲新協議会より＞
・総会資料と会費納入のお願い
＜金子一義先生旭日大綬章受章祝賀会事務局より＞
・祝賀会参加のご案内
日時：7 月 21 日（土）
会場：ひだホテルプラザ
会費：10,000 円
＜会報＞
・高山ＲＣ
・下呂ＲＣ
・可茂ＲＣ
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奉仕プロジェクト委員長

＜クラブアッセンブリー＞
会員維持増強/職業分類/会員選考委員長
大保木 正博
国全体の人口が右肩上がりの増加
にあった時代から、少子高齢化の時
代へと向かっている現在の時代背
景の中にあって、今後のロータリー
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。
ロータリーの評価ツールにもある
ように、多様な会員が集まるクラブを目指し、当クラブの
職業分類等の現状を把握し、効果的な会員増強を目指すこ
とが必要であると考えます。
今年度は、そうした考えから現在の会員の職業・専門知
識・スキル・満足度に関するアンケート調査を実施しまし
た。纏めが遅れていますが出来次第配布したいと思います。
また、ロータリーに所属することの意義も会員が共有し、
会員勧誘にあたっては、明確に説明することも肝要と考え
ます。
外に向けては、高山中央ＲＣの活動が広く認識され、クラ
ブに参加したいと思われるよう、情報発信が必要と考える
ところから、その場としてクラブ奉仕委員会が本町納涼夜
市において実施する「ポリオ撲滅キャンペーン」に共同企
画として参加し協力しました。
会員数は、期首会員数 59 名、退会者 4 名、入会者 1 名で
現在 56 名です。
来年度入会予定の 1 名が辞退され大変残念です。現在 2
名の方の推薦を予定しています。
次年度の増強に向けて、ご協力をよろしくお願いします。
今年度の予算の執行はありませんでした。

クラブ管理運営委員長

田中

雅昭

皆さんこんにちは。今日は何の日？
いよいよ梅雨入りしましたが、いか
がお過ごしでしょうか。
さて、今日は「雨漏り点検の日」な
んです。せめて一年に一度は御自宅
の屋根に上がって、屋根を点検なさ
ってはいかがでしょうか。時には屋
根に樹木が生えていたり、穴が空いていたりします。手当
て不能とならないよう、何時でも、何処へでもお伺い致し
ますので、何なりと御用命を賜りますようお願いいたしま
す。
今年度は、クラブ管理運営委員長として、高山中央未来委
員会のサポート役として活動をしてまいりました。
昨年 11 月 6 日の例会では、中田会長より「10 年後の高山
中央ロータリーの在り方」と題してお話をして頂きました。
また 5 月 7 日の例会では、高山中央未来委員会副委員長の
清水さんにお話を頂き、皆さんと共に当クラブの在るべき
姿をアンケート形式にて回答して頂きました。
今後も高山中央ロータリークラブの未来が輝かしく、魅力
あるクラブへと発展するよう、皆様と共に築き上げてまい
りましょう。ありがとうございました。

山本

辰男

奉仕プロジェクトの 5 委員会(社会
奉仕･環境保全･国際奉仕･ロータリ
ー財団･米山奨学)と連携して事業
をしてまいりました。
地区補助金を活用して､8 月 6 日に
｢夏休み親子で体験【天然木材でス
ツールを作ろう!】｣と題して、高山
工業高校生と地元の職人の皆様に力を借り､親子で天然木
材のスツールを共同製作しました。工業高校生・職人の皆
様のおかげで事業を行うことができました。

会場監督

植木

眞吾

ＳＡＡの活動報告を致します。
委員長を植木、副委員長を新井さん、
そのほかの委員 11 名の総勢 13 名で
活動をいたしました。
前年度までは 2 組の当番制で会場準
備・監督をしていましたが、本年度
はＡ、Ｂ、Ｃの 3 組の当番制で運営
してみました。少人数での会場準備となるので心配もあり
ましたが、メンバーの方々のご協力により、特に問題はな
かった事に感謝しております。
1 年間、ご協力ありがとうございました。

職業奉仕委員長

松之木 映一

職業奉仕の重要性、目的を認識して
今一度原点に戻り職業奉仕を実践
する活動を啓発するとの方針のも
と、平成 30 年 1 月 29 日（月）と 3
月 26 日（月）に担当例会をさせて
頂きました。
1 月 29 日の例会では、株式会社 第
一物産取締役の西洞洋一氏と有限会社 斐太プランニング
の阿保健司氏にスピーチを頂き、優良社員としての表彰を
させて頂きました。
3 月 26 日は移動例会で、日進木工 株式会社 様を訪問し
て、北村卓也専務 様と開発部の家始義光 様に会社の概要、
木工界の歴史や現状についてお話を頂き、ショールームを
見学させて頂く例会となりました。
2 回の例会で 2 万円を使わせて頂きました。ＳＡＡの皆様
のご協力ありがとうございました。

青少年育成委員長

熊﨑

元康

副委員長に、益田さん、委員に下田さん、島さん、今井さ
ん、大原さん、三枝さん、高殿さん、西倉さん、渡辺さん
の 8 名で活動しました。
本年度の活動内容としては、昨年 7
月に下呂 RC と共に、益田清風高校
のインターアクトクラブの共同ス
ポンサーとして、途上国への物資支
援の活動に参加しました。
また 9 月には、担当例会を企画し、
中野谷高山市教育長に「出前講座の果たす役割と今後の要
望」として、ご講演頂き、高山市の小中学校の 2 学期制に
関する考えや、出前講座に対する感謝のお言葉を頂きまし
た。
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また 5 月 23 日には、日枝中学校にて本年度の出前講座を
実施しました。この出前講座には、年々実施を希望する学
校も増え、新たなる体制を考える時期に来ていると思いま
す。
最後になりますが、1 年間皆様のご協力に感謝し報告とし
ます。

親睦活動委員長

今井

俊治

副委員長：鶯塚 英雄
委 員：橋本 修、津田 久嗣 古橋ひと実、新井 信秀、
周 信夫、二木公太郎、清水 幸平、足立 常孝
基本方針
会員相互の親睦を図ることにより、
会員相互の信頼関係を、より強固な
ものとして、明るいクラブ作りの親
睦活動に努めます。
活動報告
平成 29 年 8 月 1 日(火) 納涼ゆかた
例会の予定を変更し、山陣で食事後 本町通りの納涼夜市
にて坂之上健一委員長の企画する「ポリオ撲滅キャンペー
ン」に協力
平成 29 年 12 月 18 日(月) 銀風にて忘年例会
平成 30 年 1 月 15 日(月) ひだホテルプラザにて新年家族
例会
平成 30 年 2 月 5 日(月) 飛騨総社及び山陣にて節分例会
平成 30 年 5 月 14 日(月) 銀風にて新緑例会
平成 30 年 6 月 25 日(月) ひだホテルプラザにて最終慰労
例会(予定)

友好クラブ交流委員長

岩本

正樹

春の高山祭（4 月 14 日・15 日）に、
平塚湘南ロータリークラブの 31 名
の方が来訪されました。当日は雨が
降っておりましたが、午後より雨が
上がり、からくりなどを見ることが
出来ました。懇親会・祭りの案内に
はたくさんのクラブメンバーに参
加して頂きありがとうございました。

会報委員長

大原

誠

（代理）堀口

広報/雑誌/ＩＴ委員長

出席/プログラム委員長

橋本

修

活動計画を 6 項目上げ、委員の 3 名
の協力のもと無事に終える事が出
来ました。軽スポーツ（ボウリング
大会）に、もう少し参加人数が増え
ればと反省しております。
また、会員スピーチのメンバーさん
には充分な時間がなく、ご迷惑をお
かけしました。100％出席を目指しましたが叶うことがで
きませんでした。次年度に期待したいと願っております。
一年間ありがとうございました。

＜６月のお祝い＞

＜夫人誕生日＞
高木 純
周 信夫

(1)総評
クラブ内外の情報、各委員会活動等
について、当クラブの会報を遅滞な
く発行することができ、併せて、基
本方針としていた、ロータリー活動
の理解を深めるとともに、会員相互
のコミュニケーションの充実に若
干なりとも寄与することができた
と思います。
(2)実施内容：会報発行
1）掲載記事はわかり易い内容とし、例会開催の都度、発
行しました。
2）クラブ活動における記録誌の重要性と情報発信ツール
としての有効性を理解し、紙面の充実に留意しました。
3）各委員は、例会ごとに当番制で担当しました。
当委員会の委員の皆さま並びに久々野さん、今井さんのご
協力のもと、無事終えることが出来ましたこと感謝申しあ
げます。ありがとうございました。

亘

◎ロータリーの友「ロータリークラブを訪ねて」
① 7 月初旬 10 号に掲載
② 12 号に夏休み親子体験教室の
記事が掲載
③ ロータリーの記事の紹介を時
間のある時に、久々野さんと交
互に行いました。
◎高山 3ＲＣ合同市民時報（2 月）
にクラブの紹介記事を掲載
◎担当例会（Ｈ29 年 9 月 11 日）に「マイロータリーを活
用しょう」という題で、インターネットを接続して行い
ましたが、うまく説明ができませんでしたので、Ｈ29
年 11 月 16 日にマイロータリー内容について、久々野副
委員長が説明いたしました。

＜会員誕生日＞
田中 雅昭
津田 久嗣
古橋 ひと実

裕之

岩垣津

＜結婚記念日＞
田中 雅昭
中田 一男
西倉 良介
仲谷 政美

Ｓ３２年
Ｓ３５年

和代
真奈美

Ｓ５９年
Ｓ４７年
Ｓ５５年
Ｓ４４年

６月２０日
６月２５日
６月２５日

６月 ２日
６月２５日

６月 ２日
６月 ３日
６月 ８日
６月２６日
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＜ニコニコＢＯＸ＞
初めまして。岐阜ＲＣの上杉です。元々は飛騨古川ですが、
岐阜市伊奈波神社へ奉職致し岐阜に住んでいます。今後と
もよろしくお願いします。
岐阜ＲＣ 上杉千文 様

妻の誕生日にお花を頂きまして、ありがとうございました。
「アラカンになったね」と言ったら「わきゃねぇーろ」と
言って怒られました。
高木 純

岐阜ロータリークラブ 上杉千文様のご来訪を心より歓
迎致します。ごゆっくりおくつろぎください。
理事役員一同

飛騨高山ウルトラマラソンが雨にも降られず開催できた
ことと、結婚記念日に花束を頂いたことに感謝してニコニ
コへ。
西倉 良介

先月 5/23 出前講座にご協力ありがとうございました。今
のところ何も言われていませんので多分成功だったと思
います。
熊﨑 元康

昨日「はぐるま会」島会長に忖度せず優勝させて頂きまし
た。嬉しかったのでニコニコへ。
中田 学

先日は結婚記念日のお花を頂きありがとうございました。
恥ずかしい話し、二人ともすっかり忘れていたのでビック
リ。あと 3 年余りで金婚式を迎えるそうで・・・。また昨
日の「はぐるま会」に参加の皆様ご苦労様でした。同組の
植木さん、学さんと楽しくプレーさせて頂きました。学ち
ゃん優勝おめでとうございました。
中田 一男

昨日「はぐるま会」に参加し雨も降らず、ドラコンも取れ
楽しくプレーできました。本日は研修会がありますので早
退します。
平林 英一
ニコニコへの協力お願いします。まだ 1 回もニコニコして
ない方よろしくお願いします。
周 信夫
本日、税理士会の研修がありますので早退させて頂きます。
岡﨑 壮男 前越 路子

