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濃飛グループガバナー補佐
次期ガバナー補佐

会員数

出席会員

出席

本日
1211 回

56 名

55 名

44 名

前々回
1209 回

56 名

55 名

40 名

Make-up

出席率
81.82％

7名

85.45％

で、各クラブはこれに従わざるを得ません。今年度の規定審
議会で採択された制定案は本年 7 月 1 日より施行されますが、
日本語版ＲＩ推奨定款並びに手続要覧が提示されるのは年末
頃ではないかと考えられますので、当クラブの定款・細則等
の見直しはそれからでも遅くないと考えております。
さて、決議された制定案をかいつまんで見て行きたいと思
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◇ 会報当番 久々野国良

出席報告

高山市本町１－２（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
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様

清水

幸平

様

います。一番は制定案 19-35

欠席のメークアップがあげら

れます。前後 2 週間の規定が同年度内ならばばいつでもメー
クアップが出来ると言うものです。当クラブにおいてどのよ
うな影響が出るか難しいところではありますが、例会ごとの
出席率が出ないとか、これは会長の立場からではありますが、
出席率が 80％切ると妙に気になります。2 週間と言う縛りが
あったからこそ、メークアップが行われたという面あります。
先日の理事会でも様々な意見が出ておりましたが、引き続き

● 会長の時間

会

長

高原

清人

皆さんこんにちは、後残すところ今日を

議論の必要性はあると感じております。
そして制定案 19-37

クラブ会員身分に関する規定

大臣・

首長や議員などの公職に就く者の規定が除外されました。当

含め 3 回の例会となりました。もうお前な

クラブとしては高殿さん、渡辺さんがおいでになりますので、

んか飽きたと言う方もおいででしょうが最

有難い変更となりました。職業分類で公職も加えても良いと

後までお付き合いください。本日は内田Ａ

理解してもいいということでしょうか。

Ｇと清水次年度ＡＧにおいでいただいてお

次に 19-39

職業分類の制限の廃止であります。これは職

ります。内田ＡＧには一年間色々ご指導賜り誠にありがとう

業分類に関する組織規定文書の言葉遣いを現代的にし、会員

ございました。後ほど最後の卓話をお願いいたします。

の多様性という概念を強化しようとするものであり、職業分

清水次年度ＡＧにおかれましては、来年度ご指導いただく

類をやめてしまえと言うものではありません。当制定案審議

事となりますが、ホームである当クラブへの訪問の折は是非

中の結びの言葉では、「ロータリーの基本原則である職業分

気楽にお勤め頂きたいと思っております。

類システムや、地域社会を反映させるためのバランスの取れ

さて、今日は去る 4 月に行われた「規定審議会」について

た会員構成を持つことをクラブに要請するといったこれまで

ご報告いたします。様々な制定案が採択されましたが、時

の方針を変えるものではありません。本制定案によりクラブ

間の都合上当クラブに直接関連する案件のみご報告いたしま

は、会員の事業、専門職務、職業または社会奉仕といった職

す。なお、ご報告に使用する資料は岐阜エストＲＣの北川諭

業分類の適切なバランスを決定するにあたり、これまで以上

宥智さんがまとめられたものを参照にさせて頂きます。

に柔軟性を持つことができます。」と結んでおります。

この 3 年に 1 度の規定審議会で出される意思表示のうち、

続いては 19-82 人頭分担金を増額する件であります。2020-

決議案は定款細則の改定は無いので、各クラブの自主性に任

21 ＝ 69 ドル、2021-22 ＝ 70 ドル、2022-23 ＝ 71 ドルと増額

されますが、制定案については定款細則の改定がありますの

が正式に決定いたしました。会費値上げにも係りかねない案
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件であり、考えていかなければならないと思います。
次に 19-116

標準ＲＣ定款の現代的かつ簡素化

◀高山市青少年育成市民会議より▶

に就いて

でありますが、これは日本語訳がどのような解釈となるかが
鍵であります。大きく変更される可能性を秘めており、変更
されれば当クラブも対応していかねばなりません。当初に述
べましたが、定款と同時に細則も合わせて検討することにな

・総会資料
◀会報▶
・下呂ＲＣ
● クラブアッセンブリー

大原

誠

ろうと考えます。いずれにしても日本語版が出てからの対応

会場監督

と思っております。

■ クラブ管理運営委員会

最後にこれは皆さんには伝えておかなければなりません。
それは当クラブが上程していた制定案 19-31 がなぜ撤回され
たのかと言うことです。ご存知の方もおいでのことと存じま
すが、制定案 19-31 がどのようなものであったかを読み上げ
ます。（制定案 19-31 参照

2016 年規定審議会にて採択）

なぜ撤回されたのかと言いますと、ＲＩ理事の三木さんより
村橋ＰＧに打診があったことでした。内容は、「ＲＩは 2016
年規定審議会より柔軟性に大きく舵を切ったところである。
しかもその規定審議会において採択された制定案を成果も見
えていない内に、2 年足らずで削除を上程することの根拠に
乏しい。」とのことでした。
そこで村橋ＰＧと剱田ＧＮは幾度となく話し合いを持たれ
た結果、撤回の方向で落ち着きました。つまり「来年ガバ
ナーやらならんでなー」と言う大人の判断であったとしてお
きましょうか。そのお話が私に届いたのが規定審議会の 4 日
か 5 日前であったと記憶しております。皆さんにご報告が遅
くなって誠に申し訳ございませんでした。
以上で十分ではありませんが 2019 年規定審議会のかいつ
まみ報告を終了いたします。ありがとうございました。
● 幹事報告

幹

事

岩本

クト事務所より
・クラブ研修リーダーセミナー開催の
ご案内
日時：７月２７日 ( 土 )13：00 ～ 15：30
会場：名鉄グランドホテル
登録料：5,000 円
出席要請者：クラブ研修リーダー
・米山梅吉記念館

創立 50 周年記念式典のご案内

日時：9 月 14 日（土）14：00 ～ 19：30
会場：三島市 東レ総合研修センター 米山梅吉記念館
登録料：10,000
■

高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
６月２８日（金） 定款により休会

■

熊野ロータリークラブより
・例会回数変更のお知らせ （月３回に変更）

中田專太郎

本年度、クラブ運営委員会統括理事とし
て、高山中央未来委員会と情報・研修委員会、
それに 30 周年準備委員会を統括させていた
だきました。
具体的な活動報告は各委員長からしてい
ただきますが、三委員会とも委員長を始め、委員の皆様の協
力で、恙無く運営出来ました。
①高山中央未来委員会では、ミャンマーへのグローバル支援
を進めることになりました。
②情報・研修委員会では、IDM 等で会員の資質の向上を図
ることが出来ました。
③ 30 周年準備委員会では、話し合いを進めながら、30 周年
実行委員長を決めさせていただきました。実行委員長は非
力ながら、私、中田専太郎が務めさていただくことに
なりました。以上

■ 高山中央未来委員会

委員長

清水

幸平

副委員長：田中雅昭
委

員：高原清人、坂之上健一、
岩本正樹、中田学、谷口欣也、

正樹
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委員長

堀口裕之
活動報告
◯平成 30 年 8 月 20 日 ( 月 )

担当例会

当委員会の年間方針発表と話し合い。「会員満足度ア
ンケート」実施。
アンケートは集計後事務局にて保管。
◯平成 31 年 3 月 10 日 ( 日 )

委員会

TSUBAKI CAFE‘

ミャンマーからの来訪者 4 名、波多野講師、会員 8 名
の参加。
ミャンマーの状況の発表を聞き、グローバル補助金の
話し合い。
◯平成 31 年 3 月 11 日 ( 月 )
中津川 RC

波多野講師

担当委員会
グローバル補助金の講習。

ミャンマーからのゲスト ( チョウーウィン、キンマン
ジー、キンタンダー、ニンモアウン ) の講話と踊り。
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■ 会員維持増強委員会
副委員長：島
委

委員長

足立

常孝

いました。

良昭

員：今井俊治

事に終われます事に感謝しております。ありがとうござ
事業活動

久々野国良

熊崎元康

中田一男

渡辺修治

西倉良介

基本方針
①会員増強に努める
②既存会員の退会防止に努める
担当例会

７月３０日

納涼例会

１２月１７日

忘年例会

１月１２日

新年家族例会

２月

４日

節分例会

５月２０日

新緑例会

６月２４日

最終慰労例会＋ゴルフコンペ（予定）

次年度以降の親睦活動にも多数参加していただけますよ

８月 27 日「会員増強についての会員スピーチ」
２月 25 日「興味ある例会」についてグループディスカッ

う宜しくお願い致します。

ション
※ 2 回の例会での予算 2 万円て、1 万円使用しました。
新入会員より、既存会員の退会者が多ければ、会員減
少になります。
例会の内容が、興味ある楽しい例会であれば、出席率
が高まり退会防止に繋がり、楽しい例会の噂が、新入

■ 情報研委員会

辰男

副委員長：山本 辰男
委

員：島 良明

松之木映一

永井 信次

三枝 祥一

剱田 廣喜

委員長

長瀬栄二郎

副委員長：高橋厚生
委

山本

委 員 長：大保木正博

会員を呼び込むと思われます。

■ 青少年奉仕委員会

副委員長

基本方針
◯ 会員にロータリーについての知識と情報を提供する
と共に、ロータリークラブに所属し活動する意義を再

員：下田徳彦

谷口欣也

鶯塚英雄

岡﨑壮男

◯ 新会員及び中堅以前の会員を中心に、ロータリー活

周

小出貴博

動の意義を主眼に置いた勉強会（ＩＤＭ）を開催し

信夫

都竹太志

確認し意識を共有する。

大保木正博

会員相互の意識高揚に努める。

今年度も、青少年育成の一助となる活動をすべく、事
業に取り組ませていただきました。

◯ 新会員入会オリエンテーション時にロータリー情報
を提供する。

昨年の８月には、地区補助金事業として乗鞍青年の家
において「ふれあいキャンプ」を開催させていただき、
会員皆様のご協力を得て、総勢 150 名程度の自然体験イ
ベントを開催させていただきました。
また、青少年奉仕の継続事業として、この５月 26 日
には中山中学校にて出前講座を開催させていただきまし
た。多くの会員様に参加いただき、240 名の生徒さんた
ちを対象に実施することができました。
そのほか、本年度も継続して、インターアクトクラブ
の共同スポンサー、高山市青少年育成市民会議への補助

活動予算
100,000 円
活動内容
予算明細
平成30年10月17日㈬

第 1 回ＩＤＭ開催

平成30年10月22日㈪

担当例会（ＩＤＭ報告）

平成31年4月22日㈪

第 3 回ＩＤＭ開催

平成31年5月27日㈪

担当例会（ＩＤＭ報告）

を行わさせていただきました。

予算合計

本年度も会員の皆様のご協力によって、当初計画して
おりました事業を終えることができました。誠にありが

予

算

￥99,725

活動予算
今年度は、高原会長の方針によりＩＤＭを複数回（2 回）

とうございました。

開催し、新会員以外の方も参加いただき『ロータリーに

■ 親睦活動委員会

委員長

不慣れな点が多々ございまして委員会
の皆様やご参加いただいた皆様に、ご迷
惑をお掛けしました。高原会長をはじめ
皆様のご理解とご協力により一年間を無

植木

眞吾

ついて語る集い』として行いました。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、二回目には次期会長の思いも
聞かせていただきました。
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、クラブへの理解を深めるためにも、ま
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た、クラブの活性化のためにも良いと感じました。

■ 創立 30 周年準備委員会

委員長

橋本

て深く勉強して頂くことが出来ました。

修

（1）第一回委員会会議

■ クラブ奉仕委員会

村瀬 祐治

クラブ奉仕委員会は、本クラブの機能
を充実させるために、クラブ内で会員が

平成30年7月14日（金）

取るべき行動に関わるものであり、①親

PM6:30〜

睦活動・②友好クラブ交流・③会報・④

天獅子

メンバー 中田一男 村瀬祐治

出席 / プログラム・⑤広報 / 雑誌 /IT・

新井信秀 三枝祥一

⑥ニコニコの各委員会事業

岩垣津亘 田中雅昭

して 1 年間勤めて参りましたが

（2）第二回委員会会議

平成30年10月22日（月）

AM11:30〜

以上 6 委員会の統括理事と
ほとんどの委員会事業

が恒例で行っているために、また問題もなく

ひだホテルプラザ例会場

私として

は職務が十分に務められなかったと思っております。

友愛の広場
（3）第三回委員会会議

平成30年12月26日（水）
PM6:00〜

さくら

上記メンバープラス
中田專太郎

清水幸平

んに報告していただき、今後の進め方の参考にすべき
会合を持ちました。

活動します。
この基本方針に基づき橋本副委員長
以下 14 名の方々と共に７月７日～８日
南ロータリークラブに訪問して親睦を深めてまいりまし

￥10,000

■ 職業奉仕委員会

友好クラブ交流委員会の基本方針は、

にかけて「湘南ひらつか七夕まつり」に合わせて平塚湘

※実行委員長を中田專太郎氏に決定しました。
会議費

堀口 裕之

交流の歴史を大切に、常に連絡を取って

ヤンゴン中央ＲCの視察に行かれましたメンバーさ

※予算

■ 友好クラブ交流委員会

た。

委員長

渡辺

修治

職業奉仕委員会は、2 回の担当例会を

◀ニコニコＢＯＸ▶

「職業奉仕」をテーマとして会員スピー
チをお願いしました。おひとり 5 分程度

本日 4 回目の訪問となります。一年間ありがとうござい

でしたが、スピーチをして頂いた会員の

ました。

方々はスピーチのために職業奉仕につい

濃飛グループガバナー補佐

６月のお祝い

いました。

雅昭

Ｓ３２年

６月２０日

津田

久嗣

Ｓ３５年

６月２５日

古橋

ひと実

６月２５日

＜夫人誕生日＞
周

信夫

様

会員増強セミナーでは、お会いした皆様ありがとうござ

田中

純

幸洋

初めてまいりました。よろしくお願い致します。先日、

＜会員誕生日＞

高木

内田

和代

６月

２日

真奈美

６月２５日

郡上長良川ＲＣ

内田ガバナー補佐、郡上長良川ＲＣ

理事役員一同

次年度は、皆様のご支援ご協力をよろしくお願い致しま
す。

清水

６月

２日

中田

一男

Ｓ４７年

６月

３日

西倉

良介

Ｓ５５年

６月

８日

仲谷

政美

Ｓ４４年

６月２６日

おめでとうございます

郡上長良川ＲＣ

幸平

山下誠様のご来訪を歓迎致します。
剱田

Ｓ５９年

様

山下誠様のご来訪

ありがとうございました。

＜結婚記念日＞
雅昭

誠

を歓迎致します。内田ガバナー補佐には、一年間ご指導

郡上長良川ＲＣ

田中

山下

廣喜

伊藤

正隆

山下様、お越し頂きありがとうござい

ます。先日の会員増強セミナーで昼食を楽しくご一緒さ
せて頂きました。これも何かの縁ですのでこれからもよ
ろしくお願い致します。
小出

貴博

堀口

裕之

田中

雅昭

