
● 点　鐘	 	 　　　	会　長　　坂之上健一
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● 高山中央ロータリークラブ職業倫理基準
● 会長の時間	 　　　	　　　		会　長　　坂之上健一

会員の皆様こんにちは。
本日はプログラム内容が沢山あるため、規
定審議会に関する重要な変更についての説
明と、年内の大切な事業の確認のみとさせ
ていただきます。

8 月 3 日（土曜日）　　8 月 5 日（月）の変更
ロータリー財団の地区補助金を受けての事業
親子体験教室「からくり箱をつくろう」
開催場所：高山工業高校
※「屋台保存組合」「高山市教育委員会」「高山工業高校」の
　力をお借りして市内の小学生に高山の伝統文化を通して匠
　の技を体験してもらう事業です。

10 月 7 日（月曜日）
高山 3 クラブ合同例会
開催場所：ヒダホテルプラザ
※ガバナー公式訪問となります。

10 月 27 日（日曜日）　10 月 28 日（月曜日）の変更
濃飛グループインターシティ・ミーティング「当クラブ主催」
開催場所：ヒダホテルプラザ
※高山 3 ロータリークラブ・下呂ロータリークラブ
　美濃加茂ロータリークラブ・可児ロータリークラブ
　計 6 クラブ参加

11 月 16 日（土曜日）～ 11 月 17 日（日曜日）
1019-20 年度地区大会

開催場所：津サオリーナ
※次年度当クラブ主催の地区大会があります。会員の皆様自
　分の担当する場所をしっかりと見てきていただきたいと思
　います。
　　又、今回は次年度の事もあり当クラブの皆様は全員登録
　をお願いいたします。

2019 年規定審議会「出席」に関する重要な変更について
　2019 年規定審議会にて「欠席に関する規定」が改正され、

「欠席をした例会のメークアップを同じ年度内に行うことが
できる」となりました。ただしクラブ細則によって従来通り
に定めることも、また期間を変えることもかまいませんとの
ことです。
　本年度当クラブは両立の方法で進め、中央未来委員会で方
向性を検討していただき最終は理事会に諮り決定をしたいと
思います。

●  幹事報告 　  　　　　 　幹　事　　堀口　裕之

　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
　　・委嘱状の送付
　　・「出席」に関するお願い
　　・ホームページ開設と活用のご案内
　　・クラブ増強報告書

　ロータリー米山記念奨学会より
　　・ハイライトよねやま　232

　■ 高山ロータリークラブより

　　・例会変更のお知らせ

会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本日
1216 回 56 名 55 名 46 名 83.64％

前々回
1214 回 56 名 55 名 45 名 2 名 85.45％

出席報告
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　  持もできない。
２. 共に活力あるクラブに向かってさらに飛躍・邁進しましょう。
　　「魅力あるクラブとはどんなクラブなのか ?」
　　「活力あるクラブとはどんなクラブなのか ?」
※この様な疑問を互いに話し合いながら２回の例会８月 19
日、２月 17 日て活動計画を実践してまいりたいと思います。
活動内容としては８月例会では増強活動の DVD 鑑賞等、２
月例会では会員基盤の発展に努力した人を表彰し卓話をいた
だく。
活動計画
・会員純増２名を目指します。
結果 : 魅力あるクラブ・活力あるクラブ か゚を検証してまい
りたいと思います。
・予算は 20,000 円。

●  国際奉仕委員会　　　　　　　　　委員長　植木　眞吾

　今年度の国際奉仕委員会メンバーは　委
員長 植木眞吾、副委員長に松之木映一さん、
委員に海老沢玲子さん、西倉良介さんの４
名で活動してまいります。
基本方針

「国際理解・親善・平和を推進する」ことです、基本方針に
基づき事業活動を行って参ります。
活動計画
今年度は２回の担当例会を頂いております。
１回目は１２月９日にグローバル補助金事業の途中報告とし
て卓話を頂きます。
２回目は令和２年２月１０日に国際理解を深める例会として
講師をお迎えして卓話を頂く予定です。
予算
40,000 円　皆様のご協力よろしくお願い致します。

●  米山記念奨学委員会　　　　　　  委員長　前越　路子

　米山奨学記念委員会は、委員長前越、副
委員長二木公太郎さん、委員村瀬祐治さん、
中谷政美さんです。
　事業計画は、10 月の米山月間中の２１日
に、地区の米山委員長である村瀬さんと奨
学生に卓話をいただき、来年５月にレ . バンチ君に来ていた
だき近況報告をしてもらうことを計画しています。
　当クラブは、レ . バンチ君のお世話をすることで、米山奨
学生に対する理解が深まったと思っています。やはり具体的
に寄付金がどう使われているか、また実際に奨学生と話をす
ることでどんな学生たちに使われているのか納得できたので
はないでしょうか。経済的に援助が必要な学生ではなく、勉
学への真摯な姿勢を持ち、将来有望な留学生に日本の心とロ
－タリ－精神を伝えていくためにある奨学金です。
　１０月の米山月間には特別寄付金のお願いをすることとな

　　　８月８日（木）納涼ゆかた例会　１８：３０～　八千久
　　　８月１５日（木）休会　定款により
　■ 高山西ロータリークラブより

　　・例会変更のお知らせ
　　　８月９日（金）→１０日（土）納涼ゆかた例会　　　
　　　１９：００～　鴻野旅館
　　　８月１６日（金）休会　定款により

　◀活動計画書▶

　　・可児ＲＣ　・下呂ＲＣ　・美濃加茂ＲＣ　・高山ＲＣ
　　・高山西ＲＣ

●  委嘱状

国際ロータリー第２６３０地区情報部門委員会委員長
（カウンセラー）　　剱田　廣喜

　　　〃　　　　青少年交換委員会　委員　　　剱田　廣喜
　　　〃　　　　濃飛グループガバナー補佐　　清水　幸平
　　　〃　　　　米山記念奨学委員会　委員長　村瀬　祐治
　　　〃　　　　青少年奉仕委員会　委員　　　高橋　厚生

●  会員増強委員会　　　　　　　　　委員長　田中　雅昭

副委員長 : 長瀬栄二郎
委　　員 : 新井信秀　谷口欣也　西倉良介
　　　　   古橋ひと実　益田大輔
基本方針
１. 魅力あるクラブでなければ入会もなく維
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●  友好クラブ交流委員会  　　　　　　委員長　橋本　修

基本方針
交流の歴史を大切に常に連絡を取り合って
活動します。
活動内容
お互いの訪問を今年度は行わず、来年度の
30 周年記念事業及び地区大会に合わせたらどうかとの意見
があり、今後の交流についての話し合いを 9 月 8 日（日）9
月 9 日（月）に実施します。
　平塚湘南クラブより 7 名のメンバーさんが訪問され懇親会
を企画、例会にも出席いただく様になりました。合わせて当
クラブより 8 名の出席予定。又、本年度の予算は懇親会費用
に当てます。

●  出席プログラム委員会　　  　  　 委員長　津田　久嗣

　本年度は、副委員長に高木さん、委員に
海老名さんの三名にて、基本的には昨年同
様の基本方針、活動計画で運営をしてまい
りたいと思っています。
　昨年との違いは、本年度は最終慰労例会
を担当させて頂いております。来年坂之上丸が無事に帰港し
盛大な最終慰労例会ができるよう頑張りたいと思います。

●  広報雑誌ＩＴ委員長会　　  　 　　委員長　岡﨑　壮男

　広報 / 雑誌 / ＩＴ委員会ですが、委員長
に岡崎、副委員長に都竹太志さん、委員に
渡辺 甚一さん、高原 武夫さん、の４名です。
　基本方針は、広報については、高山中央
ロータリークラブの事業活動ののうち一部
でも地域社会の方に認識してもらい公共イメージと認知度の
向上に努める、雑誌についてはロータリーの友とガバナー月
信を読んで頂くように努めるです。
　活動計画は、９月９日の例会において、グループディスカッ
ションを予定しております。内容は当クラブにとって広報の
必要性及びその広報の方法について意見を各グループでまと
め発表して頂きたいと存じます。
　高山３Ｒ C 合同で高山市民時報紙にロータリー特集号を
掲載する。この予算が 55,000 円です。
　以上、一年間よろしくお願いします。

●  ニコニコ委員会　　　　　　副委員長　　大保木　正博

　本日委員長が休みの為、代理で発表しま
す。委員長は道下さん、副委員長に鶯塚さん、
委員に小出さんと大保木です。
　基本方針は、会員、家族、事業について
思う事をニコニコしながら発表し、会員全
員で祝ったり、慰めたり、苦笑いしたりして例会の雰囲気を
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りますが、皆様ご協力のほどお願いいたします。

●  青少年奉仕委員会　　　　　  　    委員長　高橋　厚生

　今年度、青少年奉仕委員会　委員長を務
めます。高橋厚生です。よろしくお願いい
たします。
　本委員会では、毎年恒例の出前講座を来
年５月頃に行います。本年度の出前講座は、

「高山には、まだまだ、中学生の皆さんの知らない職業が数
多くある事」を知ってもらえる出前講座を企画したいと考え
ております。
　中学生という環境の中では、職業に、社会人に触れる機会
も少なく、どうしても狭い視野の中で高山での未来の自分を
考えているのではないかと感じます。
　異業種の集まりであるロータリーの強みを生かして、中学
生の職業選択、夢選択の視野を地元で広げる事が出来たらと
考えておりますので、皆様の絶大なるご協力をよろしくお願
いいたします。

●  社会奉仕委員会　　　　　　　　副委員長　足立　常孝

　本日、委員長の長瀬さんが欠席の為副委
員長の私から報告させて頂きます。
　委員長に長瀬さん、委員に平林さん、周
さん、渡辺甚一さん、副委員長は足立です。
　基本方針は、「地域連携と環境保全という
視点から社会奉仕を考える」とし、地域活動などにご尽力さ
れている講師をお招きしお話をお聞きさせて頂く例会をと考
えております。

●  クラブ管理運営委員会　　　　統括理事　伊藤　正隆
基本方針
１. 親睦委員会・友好クラブ交流・会報・出

席 / プログラム・広報 / 雑誌 / ＩＴ・ニ
コニコの各委員会の事業が円滑にできる
ようサポートする。

２. クラブ定款に基づき、本クラブの機能を充実させるため
に会員が取るべき行動に関わる。

●  親睦活動委員会　　　　　  　 　　委員長　直井　泰司
　委員会メンバーに、高木さん、植木さん、
津田さん、高殿さん、二木さん、小出さん、
下畑さんと私です。
　基本方針は、互いの気持ちを理解しあい、
明るく楽しみやすい親睦活動に努める事で
一年間活動していきます。皆様、ご協力をよろしくお願い致
します。最初に担当例会は、次回例会の「納涼ゆかた例会」
です。みなさん、多数ご出席下さい。
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◀ニコニコＢＯＸ▶　

先週金曜日に上の娘が１８歳になり初選挙しました。
期日前で１７歳の時点で学校の投票所にて行いまし
た。貴重な体験でしたのでニコニコへ。  小出　貴博

毎日、雨が降り外の仕事が大変です。早い梅雨明け
を望んでいます。　　　　　　　　　　  村瀬　祐治

今日もうなぎ、明日もうなぎの予定です。元気で過
ごせることに感謝してニコニコへ。　　  伊藤　正隆

８/３１（土）二木酒造にて１８時よりJJAZZシンガー
山田ゆきさんを呼んでライブをすることになりまし
た。どうぞよろしくお願いします。宣伝でニコニコへ。

　高木　純

先週の「金時」襲名の折には、出席頂きありがとう
ございました。　　　　　　　　　　  古橋　ひと実

ソフトバンクの連敗が止まったことに感謝して。
　　益田　大輔

テーブルについて振り返ったら、ニコニコは大保木
さんでした。面白い小話を一つお願いします。

久々野国良

ニコニコが少ないので・・・。　　　  大保木　正博

盛り上げ、親睦に寄与すると共に集まったお金を奉仕活動資
金とする事としました。
活動計画内容は、 １、ニコニコ委員 4 名にて、月ごとに担当
して例会時にニコニコを読み上げる。
２、 奉仕貢献が高い会員を表彰して記念品を贈呈する。
３、目標額 60 万円に向けて、毎月委員もニコニコへ寄付す
ると共に、会員への増資をアピールして行くです。
会員の皆様、一年間ご協力をよろしくお願い致します。

●  創立３０周年準備委員会 　  　  　委員長　中田專太郎

　30 周年準備委員会では、次年度の 30 周年
に向けて活動をして行きます。
　副委員長に益田大輔さん、委員に橋本修
さん、新井信秀さん、大保木正博さん、岩
垣津亘さん、というそうそうたる皆様のご
協力を仰げるということで、どうかよろしくお願い致します。
　30 周年をどのように記念するかにつきまして、①なるべ
く早い時期に歴代会長による創立 30 周年の記念事業を検討
する会（予算 20,000 円）を開きまして、その方向付けをし
ていきたいと思います。
　また②令和２年３月２日の担当例会（予算 10,000 円）に
おきましては、30 周年を一つのポイントと考え、そこまで
至った中央Ｒ C の歴史を振り返り、そこから始まる未来を
語りたいと考えております。
　１年間どうかよろしくお願い致します。

●  クラブ管理運営委員会 　 　 　    委員長　高原　清人

　基本方針としましては、高山中央未来委員会、ロータリー
情報・研修委員会、創立 30 周年準備委員会
を統括し、各サポートを行う。
　活動計画としましては、一つには先の規
定審議会による定款変更を踏まえ、中長期
的な当クラブの管理、運営が良好に遂行で
きるよう、クラブ定款並びにＲＩ定款に基づき、細則・内規
の良好な運用を促進するためのサポートを行う。
　二つ目に情報・研修委員会による会員意識の高騰を図る事
業に対するサポートを行う。
　三つ目には創立 30 周年準備委員会が行う活動に対するサ
ポートを行う。

●  研修情報委員会　　　  　 　 　    委員長　高原　清人

　基本方針としましては、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
る意義を再認識し意義を共有する。また、研修は教育ではな
く情報の共有であるとの考え方に基づき、会員に関心をもっ
てもらえるようなテーマを取り上げるよう努めます。
　活動計画としましては、一つに新会員及び入会 5 年以内の

会員を中心に、ロータリークラブの目的、活動の意義等を主
眼においたＩＤＭを 3 回程度開催し意識の高揚を図る。また、
クラブ会員にも参加希望者を募り、積極的な情報共有の場と
なるよう計画いたします。
　二つ目には新会員入会オリエンテーションの折にはロータ
リー情報を提供する。


