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高山中央ロータリークラブ
2019～2020年度 高山中央RC会長テーマ

〜「躍動！」〜
◇ 会長 坂之上健一

◇ 幹事 堀口 裕之

◇ 会報委員長 今井 俊治
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● 幹事報告		

● ロータリーソング
● 会長の時間

◇ 会報当番 内田 茂
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例会場

Move up

我らの生業
会長

坂之上

長より
・２０１８－１９年度地区補助金決算書
■

く1年間を過ごすのと、目標をもって必死になって向かってい
るのとでは全会員の姿勢も違ってくると思います。もちろん
本年度も「ロータリー賞」受賞を目指し活動を行っています。
本年度の項目は「人びとをつなぐ」という項目から5つ以上達
成。これは主に会員増強や会員維持などが内容となっていま
す。もう一つの項目は「行動する」という項目から5つ以上達
成。こちらは主にロータリークラブの活動を広く世間に知っ
てもらう内容となっています。
「別紙参照」今月初めの奉仕プ
ロジェクトの事業を終え幾つかの項目を達成しております

ロータリー米山記念奨学会より
・寄付累計額2000万円達成クラブの表彰について

をもたらしているのかを考えてみました。私が幹事をしてい

るクラブ運営になっていたと思います。会長・幹事が目標もな

裕之

国際ロータリー第2630地区２０１８－１９年度財務委員

リー賞」を取得しています。又、連続としては

感から必死に引っ張っていこうとした事が結果として活気あ

堀口

・７月クラブ増強報告書

山中央ロータリークラブ」は13年「ロータ

る課題がある事。それを達成しなくてはいけないという使命

事

83.64％

・地区補助金送金のお知らせ 455,004円

たいと思います。皆さんもご承知の通り「高

長・幹事がこの1年間に何をしたらよいのか具体的な目標とな

10 名

・2019-20年度地区大会のご案内

本年度の「ロータリー賞」についてお話をし

た当時一番何を感じたかというと、クラブ運営の主となる会

80.00％

務所より

皆さんこんにちは！本日の会長の時間は、

は大変なことで、これを連続して取り続ける事でクラブに何

出席率

国際ロータリー第2630地区ガバナー事

健一

12年間取得し続けており毎年あたり前となっておりますが実

幹

Make-up

・ハイライトよねやま
■

233

ロータリーの友事務所より
・ロータリーの友手引書

■

高山ロータリークラブより
・インターアクト年次大会ご参加のお礼状

◀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イタリア関
連事業のご案内
◀活動計画書▶
・平塚湘南ＲＣ
◀会報▶
・美濃加茂ＲＣ
● 会員増強委員会担当例会

2019年８月19日

統括理事兼委員長

が、まだ始まったばかりでクリアしなくてはならない項目が
沢山ありますので達成するために皆様のお力をお借りしなく

本日は会員維持増強/会員選考/職業分類

てはなりません。どうか皆様「ロータリー賞」受賞に向けご協

委員会の担当例会として、増強活動等のＤＶ

力宜しくお願い致します。

Ｄを見ながら、説明をさせていただきます。
最初に2019-20年度

国際ロータリー会長

マーク・ダニエル・マロニー会長のメッセー

田中

雅昭
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ジビデオをお聞きください。
「ロータリアンの皆様、ロータ
リーの新しい戦略計画はとても意欲的なものになっており、
今後に私たちが実現を目指すことの枠組みとなるものです。
1.より大きなインパクトをもたらす。2.参加者の基盤を広げ
る。3.参加者の積極的なかかわりを促す。4.適応力を高める。の
４つです。 ・・・中略・・・会員増強は単なる優先事項ではあり
ません。会員がロータリーを作るのですから、ロータリーを成
長させるために、奉仕に捧げるのと同じくらいの熱意を会員
増強に傾けなければなりません。
「ロータリーは世界をつな
ぐ」のテーマのもと、皆様の全面的なご支援をお願いします。」
ＲｏｔａｒｙＰｒｅｓｉｄｅｎｔ ＭａｒｋＤａｎｉｅｌＭａｌｏｎｅｙ
さて次はＲＩ会員増強資料に基にプレゼンをいたします。
「ロータリーの一番大切な財産は会員です。堅固な会員基盤が
あれば、クラブに活気がもたらされ、クラブの存在感が高ま
り、地域社会での奉仕力がさらに高まります。ロータリー年度
の現時点では、世界の多くのクラブで成長が確認されていま
す。その一因として、社会の為になることをしたいと感じて
いる人が多いことが挙げられます。しかし地域社会で、世界
で、そして自分自身の中で末永く変化をもたらしていくには、
ロータリーを成長させ続ける必要があります。そうすること
で、私たちの奉仕活動が強化され、プロジェクトのインパクト
が高まり、何よりも、これまで以上に多くのことを達成する為
の会員数を増やすことができるのです。 ＮＯ.１～ＮＯ.１４
の解説は・・・中略・・・そして多様な職業や年齢、性別の会員た
ちが、手を取り合って地域社会に貢献しています。ビジョン生
命が掲げるように、私たちロータリアンは、世界で、地域社会
で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むため
に、人々が手を取り合って行動する世界を目指しています」当
クラブの今年度活動計画は、会員純増２名です。皆様方と共に
基本方針のもと、会員増強に邁進しましょう。ご清聴ありがと
うございました。
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◀ニコニコＢＯＸ▶
先日、総務大臣賞を受賞致しました。遅くなりましたがニコニ
コへ。

足立

常孝

残暑お見舞い申し上げます。先日は妻の誕生日の花のプレゼ
ントありがとうございます。令和になって３ヶ月ほど経ちま
したが、漢字はともかく「Ｒ１」と書くのが今一つなじめない
のは私だけでしょうか。

鶯塚

英雄

健康に感謝してニコニコへ。

内田

茂

8/31（土）二木酒造のJAZZライブに東京からJazzシンガーの
山田ゆき様をお招きし、バックをやります。まだチケットが
ありますのでよろしくお願い致します。お買い上げして頂い
た会員さんありがとうございます。話は変わり、メールによ
りApple

IDやAmazon

IDを聞き出すサギはよくあります

が、最近0775037700滋賀県大津市より家族の誰かが借金があ
るとの電話サギが増えています。今朝、早速電話がかかってき
ましたが大丈夫でした。皆さん、身に覚えがありますが気を付
けて下さい。

高木

純

8/3の親子体験教室では、皆様のご協力のもと無事に終了する
ことができ誠にありがとうございました。私事ですが、息子が

６月のお祝い

参加させて頂き親子の貴重なふれあい体験が出来ました。重
ねて御礼申しあります。

＜会員誕生日＞

下田

徳彦

下田

徳彦

Ｓ４２年

９月

４日

中田

一男

Ｓ２３年

９月

９日

平林

英一

Ｓ２６年

９月１６日

新井

信秀

Ｓ２６年

９月２０日

高原

武夫

Ｓ２４年

９月２１日

して、2021年6月12日から16日まで台湾・台北市で世界大会が

内田

茂

Ｓ２６年

９月２１日

開催されます。世界大会の折に、2630地区のガバナーナイトを

村瀬

祐治

Ｓ２８年

９月２２日

開催するのが慣例になっております。剱田ガバナーエレクト

三枝

祥一

Ｓ２５年

９月２５日

の意向で、是非200人規模のガバナーナイトを開きたいとのこ

● 2021年6月世界大会へ向けて

ガバナーエレクト事務局

三枝

祥一

いよいよ、2020年7月から、剱田ガバナー年度になります。そ

とで、理事会の承認を得て世界大会参加積み立てを行うこと

＜夫人誕生日＞
足立

常孝

と致しました。9月より1ヶ月5,000円の積み立てをさせていた

加代子

９月１５日

だきます。是非とも単独又は、ご家族ご一緒でのご参加の為に
沢山の会員皆様の積み立てをよろしくお願い申し上げます。

＜結婚記念日＞
都竹

太志

Ｈ１５年

９月２１日

高木

純

Ｓ６１年

９月２７日

おめでとうございます

