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　皆さんこんにちは、まだ 5 月だと言うのに、
大変毎日暑い日が続いておりますが体調は
いかがでしょうか。くれぐれも健康には十
分にご留意ください。
　昨日 27 日は今年最後の事業でありました

「ポリオ撲滅募金」活動を本町 3 丁目で開催して参りました。
ご参加頂きました会員の皆様には暑い中をありがとうござい
ました。また、中田学委員長を始めとするロータリー財団委
員会の皆様には、設営から撤収まで大変お世話になりました。
お蔭様で募金額は \70,000 程となり、無事最後の事業を終え
ることが出来ました。心より感謝申し上げます。
　この募金活動で、今年度ロータリー賞の課題は全てクリア
できたものと思います。後は事務手続きのみとなりました。
受賞なるかどうかはまだわかりませんが、改めまして会員の
皆様のご理解、ご協力に感謝申し上げます。
　さて本日の例会は先般行われました「ＩＤＭ報告」となっ
ております。大保木委員長並びに情報 / 研修委員会の皆様方
にはお世話になります。
　報告されるお二方のスピーチは大変充実した内容だと伺っ
ております。是非みなさん耳を傾けしっかり聞きましょう。
　当クラブでも実施しておりますこの「ＩＤＭ」とは一体な
んやろか？皆さんに言うまでもなく「インフォーマル・デｲ
スカッション・ミーテｲング」の略称であり、「家庭集会」と
も呼ばれております。当クラブでも当初は（私の記憶の範囲
で）会長、委員長の自宅で行われていたようです。しかし余
りにもご家族の負担が大きいと言うこともあり、現在の姿と
なったと記憶しております。このロータリーの一つの手法と
も思われている「ＩＤＭ」ですが手続要覧は元より、ロータ

リー用語辞典にさえ影もありません。消えたのか、元より掲
載されていなかったのかは不明ですが、ＲＩとしては必要の
無いものと考えたのでしょうか。しかし日本の多くのクラブ
では形は様々ですが、「ＩＤＭ」を実施されておるようです。
年当初より「ＩＤＭ」委員会を立ち上げ年間スケジュールを
立て実施しているクラブもあれば、年間何回と決め、その時々
でテーマを取り上げて実施しているクラブもあります。中に
は「読後ＩＤＭ」と称しロータリーの友を一読後、その内容
についてデスカッションすると言うそんなクラブもありまし
た。ほんの一例ですが日本の多くのクラブが「ＩＤＭ」をう
まく取り入れ活用しているようであります。
　例会が基本であることは言うまでもありません。親睦活動
委員会のお世話のおかげで会員相互の親睦が図れていること
も事実であります。
　しかしより多くのロータリー情報や、新会員のフォロー、
そして当クラブの未来について語れる場を「ＩＤＭ」をうま
く活用していくことが大切なことであり、それによって得ら
れる様々な会員相互の情報により新たな会員の獲得、退会防
止にと繋がると考えております。
　後、残すところ 1 ヶ月となりました。まだ何が起こるかわ
かりませんがラストスパートに向けこの短い足をフルに走ら
せ、ゴールに向かってゆきたいと思っております。皆様にお
かれましては今後とも宜しくお願い申し上げ、会長の時間と
いたします。

●  幹事報告 　　　　　　　幹　事　　岩本　正樹

　ＲＩ本部より
　　・ザ・ロータリアン誌
　国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務
　所より
　　・2019-20 年度ロータリークラブ財団研
　　　修セミナーのご案内　　
　　　日時：7 月 13 日 ( 土 )

会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本日
1210 回 56 名 55 名 44 名 80.00％

前々回
1208 回 56 名 55 名 37 名 8 名 81.82％
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りました。
　入会まもない新会員が退会するケースが多い中、今回のよ
うにロータリーの話を聞きロータリーの魅力について考える
時間は多くあってもいいと思います。
次年度幹事として楽しい例会運営に心がけながら、新入会員
のフォローをするとともに「ロータリーの話」をより多く聞
くことができるクラブにしたいと思います。

下畑　旬平

　24 歳で JC に入会し、多くの事を学ばせ
ていただきました。しかし、日々の仕事と
JC との両立は非常に難しく、JC で大役を受
けると、仕事とのバランスが保てなる事が
よくありました。何とか自分がいなくても
仕事が回る環境を整えたいと必死に社員教育をしましたが、
反発されるばかりで、結局はプレイングマネージャーからマ
ネージャーになる事ができませんでした。というわけで、卒
業したら仕事に専念したいという一心でしたので、ロータ
リーやライオンズなど地域団体には絶対に入らないと決めて
おりました。
　現在 45 歳ですが JC を卒業してからの 4 年間、仕事に専念
してようやく業績も回復傾向となり、社長業務ができるよう
になった頃合いに、ロータリーに誘われました。
　器の小さい私は社長業務ができるようになったからと言っ
ても、更なる目標とのギャップや社内で日々起こる問題の事
で頭がいっぱいで、地域貢献できるレベルに至っておらず、
悩みましたが、気の小さい私は大変お世話になってる方から
のお誘いを断る事ができず、入会してしまうことになりまし
た。
　色々勉強会に参加させて頂き皆さんには一生懸命お話を頂
きました。記憶力が衰えている私は、内容をあまり覚えてい
なく、大変申し訳ないのですが、一つだけ分かった事があり
ます。それは皆さんロータリーが好きなんだという事です。
懇親会に参加させて頂いたときすごく感じたのは、皆さん本
当に楽しそうで、仲が良いという事です。私は元来大変人見
知りで、初めてのところへ行くと、不安でしょうがなくなっ
てしまうのですが、なぜかいつも安心して参加させて頂いて
ます。このような空気を会社で実現できたらなあと目指す目
標がまた一つできた気がします。
　島さんに「ロータリー分かったかって聞いたら分かったっ
て言ったで大したもんや」と笑って言われましたが、本当に
分かった事があります。それは、経験しないと分からないと
いう事が分かったという事です。
　JC の理事長や PTA 会長も経験させていただき、地域に育
てて頂いたという御恩がありますので、いつか地域に貢献で
きる自分になりたいと考えております。仕事が一番と皆さん
言ってくださるので、甘えてしまいますが出席できる時は必
ず出席し、地域貢献を通じてたくさんの思い出を共有し皆さ
んの仲間の一員とさせて頂けたら光栄です。

　　　会場：岐阜グランドホテル
　　　登録料：10,000 円
　　　出席要請者：次期会長／次期ロータリー財団委員長
　　
　■ 下呂ロータリークラブより
　　・益田清風インターアクトクラブ「夏の国内向け救援物
　　　資回収・募金活動」のご案内
　　　日時：6 月 23 日 ( 日 )8：30 ～ 11：00
　　　会場：益田清風高校

◀高山市青少年市民会議より▶

　　・平成 31 年度「高山市少年の主張コンクール」開催の
　　　ご案内と後援名義使用について
　　　日時：6 月 23 日 ( 日 )13：30 ～　　
　　　会場：高山市民会館小ホール

◀高山市都市提携委員会より▶

　　・平成 31 年度総会開催のご案内
　　　日時：5 月 27 日 ( 月 )19：00 ～
　　　会場：高山市役所　地下市民ホール

◀高山・デンバー姉妹都市提携委員会より▶

　　・姉妹都市提携 60 周年記念事業協賛金募集について

◀飛騨高山国際協会より▶

　　・第 3 回飛騨高山文化芸術祭こだま～れ 2019 オープニ
　　　ングセレモニーへの参加のお願い

◀梓書院より▶

　　・「ポール・ハリスものがたり」「米山梅吉ものがたり」
　　　発行のお知らせ

●  ＩＤＭ報告

堀口　裕之

　みなさんこんにちは、先日参加させてい
ただきました I（インフォーマル）Ｄ（ディ
スカッション）M（ミーティング）「ロータ
リーを学び考える夕べ」についてお話させ
ていただきます。
　5 月 25 日に行われました国際ロータリー第 2630 地区　次
期会員増強研修セミナーにおきまして辻正敏ガバナーエレク
トは例会において「ロータリーの話をしなくなった」と話を
されました。
　さかのぼること約一か月前の４月 22 日に「ロータリーを
考える夕べ」と題して新入会員の下畑旬平さんと共にロータ
リーについて高山中央ロータリークラブの沿革になどを教え
ていただき、主題のとおり良きロータリーを考える夕べとな
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●  情報/研修委員会

 　　　　　　　委員長　大保木	正博

　今日は新会員の下畑さんと、堀口さんに
IDM の報告をしていただきました。
　今年度会長の方針により IDM を複数回開
催することと、新会員以外の方も参加いた
だきロータリーについて語る集いとして行
いました。こうした集いは当初会員の家庭で行うものとされ
ていましたが、時代の変遷とともに家庭以外の場所で行われ
ることが多くなってきています。趣旨的なものを違うことが
なければ問題なく、柔軟に対応することが大切だと考えてい
ます。
　当日はチャーターメンバーの皆さんから中央ロータリーの
成り立ちや、ロータリー考をお聞きし、次期会長の思いも聞
かせていただきました。
　私はロータリー歴 27 年です。業界の役職上東京や大阪い
ろんなところで会議や式典があり挨拶する機会が多いのです
が、そんな場でも自信を持って凛とした態度でゆとりを持っ
て接遇できるようになったと思います。これはロータリーク
ラブに培っていただいたものだと感謝しています。
　IM, 地区大会いろんなところに参加すること、そこにいて
素晴らしい方々と時間を共有しその場にいること、一流の会
話、身のこなし、所作に触れること、食事をともにすること、
それだけで人としての幅、器は磨かれます。これこそが、ロー
タリーは人生道場と言われる所以だと思っています。
　IDM もその一環であると考えます。ですから、高原会長
の想いのように IDM は新会員のみならずいろんなメンバー
が参加して行われるのが良いと私も感じています。
報告いただきました、お二方誠にありがとうございました。

	「ポリオ根絶募金活動」
２０１９年５月２６日9：00～16：00
高山市本町３丁目「Hon-San・マルシェ」会場にて
担当委員会：ロータリー財団委員会
寄付総額　70,533円
皆様ご協力ありがとうございました。



◀ニコニコＢＯＸ▶　
昨日は、「ポリオ根絶募金活動」にご協力頂きありがと
うございました。とても暑かったですが、生ビール片手
にゆったりと時間が流れた一日でした。いささかゆるゆ
るなブース出展でしたが、こんな募金活動もありかなと
思いました。本当にお世話になりました。　　 中田　学

ポリオ募金時に「さんしょうの会」の商品を取り扱って
頂きありがとうございました。本日もパン販売を致しま
す。ご協力をよろしくお願い致します。　　 熊﨑　元康

昨日は、ポリオ募金活動、皆様お疲れ様でした。私も国
際奉仕のためと思い沢山募金させて頂きました。

　周　信夫

5/26 の結婚記念日にはきれいなピンクのバラをありがと
うございました。　　　　　　　　　　　　 松之木映一
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先日は誕生日と結婚記念日祝いを頂きありがとうござい
ました。アラフォーを卒業しました。今後もよろしくお
願い致します。　　　　　　　　　　　　　 高橋　厚生

昨日５月２６日に７０歳となりました。これからは、
７０歳の盛 ( せい ) 春 ( しゅん ) を謳歌して人生を楽しみ
ます。皆さん、よろしく !!　　　　　　　　  島　　良明

宴会料理が続き、完全メタボになりましたので今日から
自転車通勤しています。爽快です。ライザップ行くより
安かったのでビアンキの自転車を買いました。見かけた
らひかないで下さい。一ヶ月後のムッキーな自分を祝っ
てニコニコへ。　　　　　　　　　　　　　 大保木正博

本日、納貯の定期総会出席のため早退します。すいませ
ん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡﨑　壮男


