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●点 鐘 

●ロータリーソング   奉仕の理想 

●四つのテスト 

●ビジター・ゲストの紹介 

●会長の時間      

 

会長 村瀬 祐治 

◎本日は総会 定款第７条 第２節により 

総会を開催いたします。前期の会計報告・今期

の予算計画です ご審議をお願いいたします 

◎また７月１３日２７日 クラブアッセンブ

リーで１５人の委員長が今期の事業計画を述

べさせていただきます。 

７月６日理事会報告 

◎第１回理事会にて細則改正について再協議

いたしました。役員、理事の皆様より色々と意

見が出ており意見一致されませんでしたので

７月２７日の臨時総会は開催いたしません。 

理事会の統一見解がでるまで保留といたしま

す。 

◎医療寄付について 

コロナ対策医療支援基金官民共同プロジェク

トに ２０万円支援いたします。 

◎平塚湘南ＲＣとの交流について 

平塚湘南ＲＣ 交流事業について 非公開 

打診あり 

① ２０２１年１５時～平塚自八幡宮 ３０周

年事業 例会懇親会を行う３/１２金曜日 

高山中央ＲＣ夫婦同伴で招待する 

② ２０２１年４月２６日高山中央ＲＣ創立３

０周年には 参加予定 

③ ５月２８日地区大会には会員のみ参加予定 

理事会の要請により 

原康二会長と電話にてお話しさせて頂きまし

た。新生コロナウィルスの拡大防止 感染防止 

今期は交流を一時停止すると合意いたしまし

た。開催においては、ワクチンや感染した場合

医療行為が確立するまでと合意いたしました。 

また、原康二会長より災害の見舞文章を頂きま

した。会長より現状報告とお礼報告をいたしま

した。 

◎ガバナー事務所より、九州豪雨災害に対して

義援金の依頼が参りました。本日、義援金箱を

回しますのでご支援をお願いします。 

 
●幹事報告  
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所 
より 
・「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 
・熊本豪雨災害義援金ご協力のお願い 
 
◎平塚湘南ロータリークラブより 

・豪雨被災お見舞い書 
 
◎高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 
  ７月２３日（木）休会 法定休日 
  ８月 ６日（木）18：30～納涼ゆかた例会 
          八ツ三館 
  ８月１３日（木）休会 定款により 
 
 
●総会 
 
２０１９-２０２０年度会計報告 

2019-20 年度会計 松之木 映一 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆会長  村瀬 祐治   ◆幹事  岡﨑 壮男   ◆会報委員長 岩本 正樹  ◆会報担当 井之下 雄志 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1242 回 
58 名 57 名 48 名 － 84.21% 

前々回 

1240 回 
58 名 57 名 48 名 0 名 84.21% 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 
2020～2021 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「集 う」 
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会計監査報告 
   2019―20 年度会計監査 渡辺 修治 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
２０２０－２０２１年度予算報告 

会計 前越 路子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●クラブアッセンブリー 
 
会場監督       渡辺 修治 

新型コロナウィルス対
策として、状況を見な
がらですが、ホテル側
と打ち合わせしながら
テーブル・椅子の配置
等を考えていきます。
また会員の皆様には、
マスクの着用をお願い
します。 
当分の間、ストレッチ

体 
操は行いません。そしてロータリーソングは、 
ＢＧＭ、４つのテスト、倫理基準は会長に読み 
上げていただく事とします。皆さんのご協力と 
ご意見いただきながら柔軟に対応していきま 
す。例会場の設営準備は、Ａグループ渡辺、仲 
谷さん、小出さん、西さん、今井さん。Ｂグル 
ープは松之木さん、井之下さん、下畑さん、奈 
木さん、高原さんの当番制でお願いします。移 
動例会の会場設営準備は、基本的に例会担当委 
員会が行い、要請があれば協力させて頂きます。 
 
 
高山中央未来委員会 

委員長 大保木 正博 
基本方針は、長期戦略計
画目的「職業奉仕に徹す 
ること」の再認識する事
とします。私がロータ 
リーに入会しまして２７
年、これまでいくつか 
の変化の時がありました。
一番大きいと思われるの
が、リーマンショックの 

時です。その時に全国の会員減少が多くありま 
したが、高山中央ロータリーでは、これだけの 
会員が残ってくれた。そして今回のコロナの問 
題が起きました。 
これはポリオと同様の問題になってくるので 
はと思います。そういった時に変化は起きてき 
ます。例えば身近な所では会議、例会の仕方が 
変わってきています。我々ロータリーでは、常 
に「職業奉仕に徹すること」を基本軸に置いて 
検討、変革をしなければならないと考えており 
ます。どうぞ一年間よろしくお願いします。 
 
 
研修委員会   委員長 高原 清人 

昨年に引き続き研修委員長
を拝命いたしました。昨年
後半はコロナの影響もあり、
尻切れトンボで終わった感
もあり、もう一回やれとの
村瀬会長の仰せに従い微力
ではありますがやらせて頂
きます。副委員長には足立
常孝さん、委員には島良明 

さん、平林英一さん、三枝祥一さんとお歴々ば 
かりですが、皆様のお知恵を拝借し活動してい 
きたいと思います。 
基本方針は、会員にロータリーについての知恵 
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会員相互で共有する。ま 
た研修は教育ではなく情報の共有であるとの 
考えに基づき、皆さん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。 
活動としましては、新しいロータリー情報を会 
員の皆様に提供いたします。次に IDM を２回予 
定しております。新会員さんにより早くＲＣを 
ご理解いただき、当クラブに馴染んで頂けるよ 
うな企画を考案いたします。新会員オリエンテ 
ーションの折には、ロータリーの情報を提供い 
たします。皆様のご理解ご協力をよろしくお願 
い申し上げます。 
           
 
創立３０周年実行委員会 

委員長 中田專太郎 
委員長に私で、副委員
長に清水さん、委員に
大保木さん、岩垣津さ
ん、岡崎さん、渡辺（甚） 
さん、西倉さん、高殿さ
ん、高橋さんとなりま
すので、よろしくお願
いします。基本方針は、
創立３０年。それまで 

の歩みを再確認し、これからの将来への更なる 
一歩を踏み出す心構えを明確に出来るような 
委員会にしたいと思います。創立３０周年の式 
典などは出来るだけ粛々と行う方針ですが、記 
念事業として２つの事業を考えております。 
（クラブ活動計画書の冊子上の）スケジュール 
で８月３１日と９月２８日の内容を入れ替え 
変更お願いします。変更した９月２８日は、「地 
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区補助金事業」でクラブ負担金 532,830 円、ミ 
ャンマー学校建設支援金２万ドルという事で 
大きな金額となるので、皆様にじっくり説明さ 
せて頂き、賛同いただけるようなら次のステッ 
プに進むようにしたいと考えています。３月８ 
日に基本方針の内容を踏まえた説明会、４月２ 
６日「創立３０周年記念式典および懇親会」を 
予定しておりますが、平塚湘南ＲＣさんの意向 
を考慮して進めていきます。 
ミャンマーもそうですが相手さんがある事業 
のため未確定要素が多々あります事を、皆様に 
はご承知お願い致します。 
 
 
親睦活動委員会    

委員長 谷口 欣也 
委員長は私、副委員長
に山本さん、委員は新
井さん、内田さん、下畑
さん、高原（龍）さんの
計６名です。基本方針
は、「可能な限り新型コ
ロナウィルス感染症の
感染防止に努めた懇親
会を設営する」としま
した。担当例会は年３ 

回で、①１２月２１日に忘年例会、②１月１８ 
日に新年家族例会、③２月１日に節分例会を予 
定しています。共に月曜日の夜の懇親会ですが、 
コロナウィルスの感染状況に応じた設営をす 
る事になります。理事会に判断していただく事 
になりますが、最悪開催出来ないという事もあ 
り得ます。（間近に再確認しますが）事務局に確 
認した所、今年厄年・年男の会員さんがいない 
ようなので、出し物は新入会員さんにお願いす 
る事になるので、よろしくお願いします。その 
他に、毎月第１例会に会員さんとご夫人の誕生 
日、結婚記念日の発表と共に、お祝いの品をお 
届けいたします。 
 
 
友好クラブ交流委員会 

委員長 橋本 修 

 
今年度は、節目の年となり、さらなる友好を深
めていく事になります。来年令和３年３月、４
月、５月と行事が偏りましたが、コロナの影響
にて変更もあるかと思います。双方のクラブに
負担がかからない様、密に協議を重ねていきた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

【高山中央ＲＣ 細則改正（案）について】 
島 良明 

前回の例会においての村瀬会長活動計画内容 
で「細則改定（案）」第１２条 財務。第６節 積 
立金について、「ニコニコＢＯＸ」「創立周年記 
念事業費積立金」「友好クラブ交流積立金」「退 
職引当積立金」「備品購入積立金」に関してすべ 
て、拠金は理事会の承認を得て使われることに 
する。と改正案が出されましたが、私は理事会 
ではなく「審議委員会」を設置しメンバーの皆 
様の賛同を得て使用・運用が認められる様にし 
たらどうかと今回皆様に提案させて頂きまし 
た。次回２７日に決議となりますので、皆様ご 
一考よろしくお願いします。 
          
 
           
          

＜ニコニコ BOX＞ 

嫁さんの誕生日にお花をありがとうございま

した。            井ノ下 雄志 
 

誕生日の祝い、ありがとうございました。 
               植木 眞吾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


