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＜点 鐘＞ 会長 高原 清人 

＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 
 
＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第 2630地区 

 濃飛グループガバナー補佐 内田 幸洋 様 
 
 
＜会長の時間＞ 会長 高原 清人 
 

皆さんこんにちは。 

本日は内田ガバナー補佐の 2 回目

の訪問でございます。後ほどクラ

ブアッセンブリーにてご指導のほ

ど宜しくお願いいたします。 

それに、米山奨学生のレ・バン・

チさんもおいでになっております。 

さらに、以前交換留学生として当クラブでお預かりした、

ビクトリアさんのメッセージも届いておりますので、後ほ

ど高木さんに懇切丁寧な解説を、宜しくお願い致します。 

さて、平成最後の終戦記念日も終わり、朝夕めっきり涼し

さも感じられるようになりました。久しぶりの当例会場で

の例会となります。会員の皆さんにお会いできることがこ

んなにうれしく感じたことはございません。 

去る 8月 4日に行われました「自然体験 ふれあいキャン

プ」は成功裡に終了することが出来、ガールスカウト岐阜

県連盟の皆様も当クラブに対し、大変感謝の意を寄せられ

ております。この事業にご協力いただきました会員の皆様、

そして、綿密な打合せや現地調査等と事業推進にご尽力い

ただきました長瀬委員長を始めとする青少年奉仕委員会

の皆様に、心よりお礼申し上げます。お蔭様で素晴らしい

地区補助金事業となったと自負いたしております。 

さらにこの事業において私が感銘を受けましたのは、中田

専太郎直前会長の献身的な姿勢でありました。 

アトラクションの一部「日本文化体験」にて、「わらび餅

作り」を担当して頂いたわけですが、子供たちに熱心に手

順等を説明する姿や、自らがわらび粉を練っている姿は、

まさしく職業奉仕を身をもって実践している一人のロー

タリアンとして、贔屓目に見ても気高く感じるものがあり

ました。子供たちも興味を示し各自が積極的に参加でき、

美味しいわらび餅を完成することが出来ました。 

本当にお店でもあんなに働いているのかと疑問に思うと

ころではありましたが、中田直前会長には感謝申し上げま

す。 

本日もプログラムがタイトでありますので、少し短いです

が会長の時間とさせて頂きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜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 

 ・米山梅吉記念館 

   創立 50周年記念事業特別寄付のお願い 

 ・2018-19年度地区補助金送金のお知らせ 

〇ロータリー米山記念奨学会より 

 ・米山奨学生 レ バンチさん出国届受理のお知らせ  

   8/31～9/14 行き先 ベトナム 

   研究室の現場見学のため 

 ・ハイライトよねやま 221 

〇ロータリーの友事務所より 

 ・ロータリーの友手引書 

〇地区米山記念奨学部門委員会委員長より 

 ・米山寄付額明細・奨学生世話クラブについて 

〇津北ロータリークラブより 

 ・第 41回インターアクト年次大会ご参加のお礼 

〇深谷ロータリークラブより 

 ・クラブフェースブックのフォローのお願い 

＜活動計画書＞ 

 ・平塚湘南ＲＣ  ・下呂ＲＣ   

＜会報＞ 

 ・下呂ＲＣ 

◆会長  高原 清人   ◆幹事  岩本 正樹   ◆会報委員長 道下 利一  ◆会報担当 内田 茂 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1181 回 
55 名 54 名 46 名 － 85.19％ 

前々回 

1179 回 
55 名 54 名 33 名 7 名 74.07% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT WEEKLY REPORT 

2018～2019 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「凡事徹底」～友情と情熱と行動と～ 

＜出席報告＞ 
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＜ガバナー補佐訪問＞ 

国際ロータリー第 2630地区 

 濃飛グループガバナー補佐 内田 幸洋 様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高山中央未来委員会＞ 委員長 清水 幸平 
 

○当委員会に与えられた事業内容 

中田専太郎クラブ管理運営委員会統括理事の方針 

1. 中長期的な当クラブの運営・

管理（CLP）の検討及びそれを

まとめた提言をする。 

2. グローバル補助金活用事業を

実現するための構想をより具

体的なものにしていく。 

3. クラブ定款・細則・内規の見

直し。 

○2018年 5月 7日 

 高山中央未来委員会担当例会のまとめ 

1. 中長期的な活動について 

2. 高山中央ロータリークラブの未来像について 

○グローバル補助金活用事業を実現するための構想をよ

り具体的なものにしていく。 

ミャンマーのヤンゴン中央ロータリークラブ（RC of 

Central Yangon）と連絡を取り合っています。 

皆様の意見を聞き今後の進め方を模索していきたい。 

○2016 年手続要覧の規定に基づき、当クラブの定款・細

則・内規は改正され、平成 29 年 7 月 1 日施行となりま

した。 

内規には前文として、「本クラブは活動の指針として、

2016～2017年度の地区大会決議 3号を遵守する。」と掲

げられ、附則にてその内容がしめされています。 

当クラブの定款・細則・内規を会員にさらに周知させ

るよう努力していきます。 

○活力テストの実施 

2014年 8月から 2015年 7月まで国際青少年交換学生とし

て来ていたビクトリア・アン・マチセンさんが、ホストフ

ァミリー宅を訪問され、ビデオメッセージを頂きました。 

 

こんにちは。 

高山中央ロータリークラブの皆さん

お久しぶりです。 

今、成田空港にいます。 

ロータリーの例会に行けなくて残念

でした。また、日本に来るので待っ

ていて下さい。 

いつも高山中央ロータリークラブに

感謝しています。お陰様で本当に素

晴らしい一年間を過ごせました。本

当に、ありがとうございました。 

またねー‼ 

 
 
 
＜８月のお祝い＞ 
 

＜会員誕生日＞ 

岩垣津 亘    Ｓ２９年 ８月２６日 

前越 路子         ８月２６日 

 

＜夫人誕生日＞ 

谷口 欣也   とも子   ８月 ４日 

長瀬栄二郎   まり子   ８月２８日 

 

＜結婚記念日＞ 

島  良明     Ｓ５０年８月１５日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 
今年度 2 回目の訪問です。次回は 9 月 21 日ガバナー公式
訪問例会です。どうぞ皆様よろしくお願いします。 

濃飛グループガバナー補佐 内田 幸洋 様 
 
内田ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。本日はよろし
くお願い致します。 理事役員一同 
 
国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐 
内田幸洋様、本日はご苦労様です。少し涼しくなったと思
いましたがまた暑くなってきました。熱い戦いもあります。 
 松之木 映一 

 
 
8 月 5 日から 10 日まで、交換留学生だったビクトリアさ
んが妹のイザベラさんを連れて高山に来ました。3泊を我
が家、残りの 2泊を針山家に滞在しました。ホストファミ
リーだった剱田さん・足立さん・針山さんと長瀬さんにも
参加して頂き歓迎会をしました。12 日には無事ノルウェ
ーに帰ったそうです。例会に出席できなかったので皆様に
よろしくとの事でした。追伸：日本の大学に来年留学した
いとの事。また、来高することもあるかもしれません。そ
の時はよろしくお願いします。 高木 純 
 
本日早退致します。 下田 徳彦 
 
 
 


