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会長

高原 清人
奉仕の理想

＜会長の時間＞

会長

高原

清人

この度の豪雨災害によりお亡く
なりになられた方に哀悼の意を
表しますとともに、被災されまし
た皆様にお見舞いを申し上げま
す。
岐阜県も雨の特別警報が発令さ
れ、高山も地区によっては避難勧
告が避難指示となるこの最中、後
ろ髪を引かれつつも、7 月 7 日、8 日と平塚の地に友好ク
ラブ事業として訪問させて頂きました。そのご報告をさせ
て頂きます。
平塚・湘南ＲＣの皆様も大変心配してくださり、多々連絡
も頂いていたのですが、到着早々の交流会の席では、「今
回出席いただいた高山中央ＲＣの皆さんは、家族から見放
されたメンバーです」といじられながらも、黒柳会長始め
平塚・湘南ＲＣの皆様の心がこもった歓迎を受けて参りま
した。
交流会は粛々とセレモニーが進行されていましたが、その
場の雰囲気をがらりと変えた、平塚・湘南ＲＣ女性会員と
事務局も加わった「湘南ガールズ」によるパフォーマンス
は圧巻で、それしか印象に残っていないほどの交流会であ
りました。この後グループに分かれ、平塚の七夕祭を見学
して参りました。七夕飾りもさることながら、人の多さに
は圧倒されました。三日間で 160 万人の人が訪れたようで、
久しぶりに人ごみの中を歩かせて頂き、汗だくとなりまし
た。
翌 8 日はゴルフ組と、観光組とに別れ行動しました。ゴル
フ組の「レイク・ウッドの奇跡」の談は、岩本幹事に譲る
とし、私は観光組のご報告を致します。
我々は、あのバカヤロー解散で有名な吉田茂の「旧吉田邸」
と「エリザベス・サンダース・ホーム」を訪問させて頂き
ました。エリザベス・サンダース・ホームを開設された澤
田美喜さんのご苦労、苦難もさることながら、キリスト教
徒であった澤田さんの信念はそれらを凌駕するほどであ
ったと学びました。私も回心すべきなのかとふと思いまし
た。
（ま、手遅れでしょうけど）
職業柄、私は旧吉田邸に大変興味が沸き、細やかな大工の

手仕事に感銘を受けました。
昼食は、いつも大変お世話になっている杉崎さんのご友人
の鳥料理専門店にてご接待を頂き帰路につきました。
言うまでもなく帰りの車中では、
「レイク・ウッドの奇跡」
で盛り上がりをみせる反面、岩本幹事の蒼白感が対照的で
したが、交流事業ってなんだったのだろうと思わされる一
瞬でもありました。
ともあれ、二日間無事で事業が遂行できましたことは、体
調不良の中設営いただきました堀口友好交流委員長のご
尽力と、ご参加頂きました会員の皆様のお蔭様と感謝致し
ております。
まずは、本年度第 1 発目の事業が無事修了致しましたこと
を皆様にご報告申し上げます。

＜幹事報告＞

幹事 岩本

正樹

◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ガバナー事務所/地区大会事務所開設のご案内
・バギオだより
・地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内
・夏季休暇のお知らせ
（ガバナー事務所/地区大会事務所/地区事務所）
8 月 13 日（月）～15 日（水）まで
・ガバナー月信 7 月号訂正について
郡上長良川ＲＣ 40 周年日程 10 月 28 日（日）
◎国際ロータリー第 2630 地区直前ガバナー事務所より
・事務所閉鎖のお知らせ
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・事務所開設のご案内
・研修セミナー日程のお知らせ
〇国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐より
・第 1 回ガバナー補佐訪問について
〇ロータリー米山記念奨学会より
・世話クラブ補助金について
〇高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
8 月 2 日（木）18：30～ 納涼例会 角正
8 月 16 日（木）休会
定款により
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＜総 会＞
2017-18 年度会計報告
前年度会計

堀口

裕之

会計監査報告

仲谷

政美

前年度会計監査

この委員会では、高山中央未来(CLP)委員会、情報・研修
委員会、創立 30 周年準備委員会の 3 つの委員会が活動し
やすくなるようにフォローしていくのが本来の仕事であ
ると認識させていただいております。
内容につきましては、それぞれの委員長より説明がありま
すので、ここでは割愛させていただきますが、単年度と単
年度の連携事業と致しまして、グローバル補助金を活用し
た海外支援事業につきましては、どれだけでも形あるもの
にしていきたいと思っております。
そのために、奉仕プロジェクト委員会統括の国際奉仕委員
会（伊藤委員長）にも適宜ご協力を仰ぎたいと思いますの
で、どうかよろしくお願い致します。
以上、どうか一年間よろしくお願い致します。

奉仕プロジェクト委員長

2018-19 年度予算報告

会計

都竹

今年度は、直接担当させていただく社会奉仕委員会と、伊
藤委員長率いる国際奉仕委員会、中田学委員長率いるロー
タリー財団委員会および鶯塚委員長率いる米山記念奨学
委員会のお手伝いをさせていただく予定です。
委員会としての直接の活動はないかもしれませんが、会長
の活動基本方針に基づき、ロータリー賞を目指すための活
動や、ロータリーデーの実施、米山記念奨学生の受け入れ
事業などの後押しができればと思います。
一年間、皆様のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

井ノ下

雄志
クラブ奉仕委員長

【基本方針】
1.＜広報＞高山中央ＲＣが、地域社会にその活動を認識と
公共イメージが向上されるように広く活動内容を知ら
しめていくように努める。
2.＜雑誌＞「ロータリーの友」と「ガバナー月信」を読ん
でいただくように努める。
【活動計画】
毎月第一例会 「ロータリーの友」と「ガバナー月信」を
事前に入手および精読し、会員に配布され
る第一例会において、記事の内容を紹介す
る
平成 30 年 2 月中旬 高山 3ＲＣ合同で高山市民時報誌に
ロータリー特集号を掲載する
随時
・当クラブの事業の広報活動
・「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ」登録状況の把握
・「Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙ」生年月日入力の推進
・活動をロータリーショーケースに投稿
平成 30 年 9 月 10 日(月) 講師例会：メディア関係者によ
る卓話

クラブ管理運営委員長

俊治

太志

＜クラブアッセンブリー＞
広報/雑誌/ＩＴ委員長

今井

中田

專太郎

この度、クラブ管理運営委員会・統括理事を拝命いたしま
した。

村瀬

祐治

今年度、クラブ奉仕委員会統括理事を務めさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
クラブ奉仕統括としては本クラブの機能を充実させるた
めに、6 委員会 親睦活動・友好クラブ交流・会報・出席
/プログラム・広報/雑誌/IT・ニコニコ委員会の各委員会
事業が円滑に運営できるようにサポートさせて頂きます。
全体としては、例会数は 12 例会を受けもち、各委員長は
実施例会日の 1 ヶ月前の理事会に協議できるように資料
提出をお願い致します。

会員維持増強委員長

足立

常孝

【基本方針】
1.会員増強に努めます。
2.既存会員の退会防止も同様に努めます。
3.未充填職業分類一覧表を見直し作成して新会員の開発
を行いたい
【活動計画】
平成 30 年 8 月 27 日(月) 他クラブの増強活動をＤＶＤで
鑑賞
平成 31 年 5 月 13 日(月) クラブ内での現状をグループデ
ィスカッション
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職業奉仕委員長

渡辺

修治

職業奉仕委員会の担当例会は 11/26 と 1/28 ですので、
「自
分の職業で、どのように職業奉仕を実践しているか」をテ
ーマに 12 名の会員に約 5 分間のスピーチをお願いします。
12 名の会員の方々を、先ほど開きました委員会で決定し
ました。近日中に選ばれた方々にはお願いのＦＡＸがあり
ますので、よろしくお願いします。
職業分類調査については、会員基盤増強維持委員会のリー
ドに職業奉仕委員会は協力させて頂ければと思っていま
す。

会場監督

（代理）下田

徳彦

【基本方針】
クラブ例会が支障なく円滑に開催できるよう、会場準備と
監督に当たります。
【活動計画】
例会場の準備・設営は当委員会メンバーを 2 グループの
当番制にする。
例会場の準備・設営は、当番グループ全員が 11 時 50 分
までに集合し、12 時までに完了する。
例会場の準備終了後、受付にてビジターをお迎えし、席
までご案内する。
ガバナー、ガバナー補佐来訪時は、役員と共にお迎えし、
例会終了後お見送りをする。
＊ガバナー公式訪問日 2018 年 9 月 21 日(金)
＊ガバナー補佐訪問日 第 1 回目 7 月 23 日(月)
第 2 回目 8 月 20 日(月)
第 3 回目 9 月 21 日(金)
第 4 回目 6 月 10 日(月)
移動例会時の会場設営の際は、例会担当委員会の要請に
応じて協力する。
会員相互のコミュニケーションと親睦を図る観点から、
例会時の席は月次で変更する。
必要に応じ、備品整備や修繕を行う。

高山中央未来委員長

清水

周知を図る上でも例会で取り上げる。
平成 30 年 8 月 20 日(月) クラブ定款、細則、内規の確認
平成 31 年 3 月 25 日(月) 委員会で検討したクラブの管
理・運営につき提言する。
夜例会
委員会開催
クラブの方向性を検討する。

創立 30 周年準備委員長

橋本

修

【基本方針】
全会員が主役。
【活動計画】
創立 30 周年を祝う会を実施するかどうかについて会員
アンケートを実施する。
検討会議を設置する。
全員参加（退会防止）
平成 30 年 11 月 12 日(月) アンケート例会

親睦活動委員長

植木

眞吾

【基本方針】
会員相互がより良い関係を築けるよう親睦を図り、更なる
信頼関係の構築を目指し、より楽しく明るいクラブづくり
に努めます。
【活動計画】
平成 30 年 7 月 30 日 納涼ゆかた例会：山陣
平成 30 年 12 月 17 日 忘年例会：ひだホテルプラザ
平成 31 年 1 月 12 日 新年家族例会：ひだホテルプラザ
平成 31 年 2 月 4 日
節分例会：飛騨総社及び山陣
平成 31 年 5 月 20 日 新緑例会：ひだホテルプラザ
平成 31 年 6 月 24 日 最終例会：銀風
以上です。一年間よろしくお願いします。

友好クラブ交流委員長

堀口

裕之

幸平

【基本方針】
1.クラブは長期戦略計画目的を「職業奉仕に徹すること」
とし、ＣＬＰを導入し活動してきました。その活動を管
理・運営面につき、中期・長期的な視点で検討し、理事
会に提案します。
2.当クラブの活動が、定款、細則、内規等に沿ったもので
あるかを検証する。
【活動計画】
グローバル補助金活用のため中・長期的な視点で活動の検
討を始める。昨年度の例を検証材料とし、国際奉仕委員会
とも連携を取り委員会を開催する。
クラブ定款・細則・内規等を変更の有無に係らず、会員に

【基本方針】
交流の歴史を大切に、常に連絡を取って活動します。
【活動計画】
平成 30 年 7 月 7 日(土)～8 日(日)「湘南ひらつか七夕ま
つり」に合わせて平塚湘南ロータリークラブを訪問して親
睦を深める。
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7 月 7 日(土)～8 日(日）に平塚湘南ロータリークラブを訪問いたしました。
7 日(土)は、交流会のあと、
「湘南ひらつか七夕まつり」を見学、
8 日(日)は、ゴルフ組と観光組に分かれて交流を深めました。
会長幹事をはじめ、参加総数 14 名で行ってきました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
7/7～7/8 の平塚湘南ロータリークラブ友好交流事業にご
参加くださいました会員の皆様ありがとうございました。
また、体調の悪い中、設営頂きました堀口友好クラブ交流
委員長には重ねて感謝申し上げます。本年度一発目の事業
が終了しました。
高原 清人

本日、作業服にて失礼します。土砂災害、豪雨災害におい
ては皆様のご自宅・職場は大丈夫でしたでしょうか。年々、
災害規模・範囲が大きくなっております。お気を付け下さ
い。
高橋 厚生

2 日間にわたる大雨の心配を一切忘れて、快晴の地にて 55
名を代表しての一員として、しっかりと交流の責任を果た
してきました。何かを持っている今年度の幹事さんの益々
のご活躍をお祈りします。
橋本 修

昨日の平塚湘南ロータリークラブとの友好ゴルフコンペ
にて、ホールインワンをやらかしてしまいました。これか
らのことを考えると、喜びより非常に憂鬱な気分です。ま
た、皆さんにご負担をお掛けする事と思いますがよろしく
お願いします。
岩本 正樹

平塚湘南交流事業、休日診療の任務がありましてキャンセ
ルして申し訳ありませんでした。皆様の無事の帰還、本当
に良かったです。
高木 純

平塚湘南ＲＣとのゴルフ、岩本君のホールインワンで霞ん
でしまいましたが、準優勝しましたのでニコニコへ。
三枝 祥一

新しい役員の皆様、お世話になりますよろしくお願いしま
す。久しぶりの例会出席です。
古橋 ひと実

岩本 正樹さん、ホールインワン達成、誠におめでとうご
ざいます!! 盛大な祝賀会のお手伝いをさせて下さい!!
島
良明

妻への誕生日プレゼントの生花、そして普段通りの日常を
過ごせることに感謝して。この度の豪雨にて被害にあわれ
た皆様の一日も早い復旧と復興を祈念してニコニコへ。
鶯塚 英雄

まさきちゃん、ホールインワンおめでとう。初めて??
周 信夫

嫁さんの誕生日にお花をありがとうございました。
井ノ下 雄志

椎間板ヘルニアでしばらくご迷惑をお掛けします。初めて
のニコニコ委員長ですので、よろしくお願いします。
津田 久嗣

