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●点 鐘 

●ロータリーソング  奉仕の理想 

●職業奉仕委員会 熊﨑委員長 

 

●会長の時間     会長 村瀬 祐治 

①奈木尚美さんが仕事の

都合により 3 月末をもっ

て退会されました。 
②地区大会の登録費・ロ

ータリー財団寄付金・米

山記念奨学会へ寄付につ

いて今期新型コロナウィ

ルス蔓延防止のため 7 例

会を取消といたしました。例会食事代・親睦費・会

報費など現在余剰金があります。理事会にて今期

は皆さんより登録費・寄付金を集めるのではなく

て会費の余剰金で支払うことに決めさせて頂きま

した。 
③平塚湘南ＲＣ原クラブ会長とお話しさせて頂き

ました。平塚湘南ＲＣ創立 30周年記念事業につい

ては、5月 7日に式典のみで懇親会無しで、来賓は

最小限で開催いたします。今年度はお互いに交流

事業は取りやめにすることを確認いたしました。

第 2630 地区大会は、欠席でお願いするとのことで

した。 
④例会会場について 
ソーシャルディスタンスを取るためにしばらくの

間は１テーブル 4 人掛けで広い会場を使うことに

いたしました。 
⑤昨年 10月に卓話して頂いたメイ・スイートさん

は、現在岐阜大学の博士課程4年生となりました。 
高山西ＲＣが応援したいと募金額15万円集まりま

した。高山中央ＲＣに対しても応援して頂きたい

とご依頼がありました。 
 

＊募金報告 
募金額 48,520 円集まりました。早速・高山西ＲＣ

事務局へ持参いたしました。ありがとうございま

した。 
⑥RI 会長ボルガークナーク会長より、世界のロー

タリーメンバーに対してワクチン接種が開催され

る際に地方自治体などと協力し必要に応じてクラ

ブで支援できることを行ってくださいとのコメン

トをされました。3月末に西倉副市長にお伝えした

ところ、担当と相談してお願いいたしたいとのこ

とでした。 
⑦地区大会が来月 5月 29 日に開催されます。開催

まで 1 ヶ月半となりました。今例会から地区大会

まで時間を設けて情報を共有して参ります。 
・5月 24 日月曜日 準備例会 
・5月 28 日金曜日 前日準備例会 
⑧来週 4 月 19 日例会の予告です。次期地区事業、

地区協議会は 4 月 18 日オンラインで開催されま

す。19 日には地区協議会の報告を 4 名の方が報告

されます。 
⑨4月 26 日の創立 30 周年例会は、新型コロナウィ

ルス蔓延防止のためお酒を伴う懇親会は取り止め

通常の例会時間に開催いたします。記念品を準備

しておりますので当日お楽しみに。 
⑩5 月 17 日に予定しておりました中学校での「出

前講座」は７月以降に変更となりました。昨年 12

月21日に予定しておりました親睦委員会担当であ

りました高山市企画部長 田谷孝幸様の「高山市

若者就労の取組について」お話を頂きます。 

●幹事報告      幹事 岡﨑 壮男 

◎国際ロータリー第2630地区ガバナー事務所より 

 ・ロータリー財団資金モデルの変更について 

 ・3月クラブ増強報告書 

◎濃飛グループガバナー補佐より 

 ・ガバナー補佐最終訪問について 

◆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 高木 純 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1264 回 

57 名 56 名 44 名 ----- 78.57％ 

前々回 

1262 回 
58 名 57 名 45 名 3 名 84.41％ 

 

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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  訪問日：6月 7日（月） 

〇高山ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  5 月 13 日（木）18：30～ 洲さき 皐月例会 

  6 月 17 日（木）18：30～  

         ホテルアソシア新緑家族例会 

〇岐阜南ロータリークラブより 

 ・第 44 回インターアクト年次大会開催のご案内 
   日時：8月 1日（日） 
   会場：岐阜グランドホテル 
＜高山市都市提携委員会より＞ 
 ・委員会会議のご案内 
   日時：4月 20 日（火）10：00～ 
   会場：高山市役所 2階会議室 
  
●職業奉仕委員会   熊﨑 元康委員長 

本日は職業奉仕委員会

として渡辺甚一さんと

西美紀さんの2名で卓話

をお願いしております。 
 
 
 
 

 
・会員スピーチ       渡辺 甚一 会員 

議会では今何をしている

のか議会はどんなことを

しているか 
議会基本条例が制定され、

議会アドバイザーを法政

大学の広瀬教授・昨年に

は山梨大学の江藤教授に

なって頂きました。講演

などの議員研修をしています。今年度は議会モニ

ター制度を作り、３人の議会モニターが委嘱され

ました。内容では議会活動・議会だよりなどについ

てのご意見をいただき、議会活動に反映していく

こととしています。市民からは、定数削減の要望書

が提出されています。こうしたことも含め、今年度

には全員でもって協議する「議員定数と報酬につ

いて」の特別委員会を設置したところです。今、各

委員会で定数や報酬について各議員が、どういっ

た考え方を持っているのか、人口の同じような都

市の定数比較はどうか、高山市は広大な地域なの

で市民の意見をより多く聞くにはどうしたらいい

のか、選挙にたくさんの立候補者が出るようにす

るにはどうすればいいのか、だれでも立候補しや

すい環境づくりはどうしたらいいのか、また、市長

からは議案や協議事項などが提出され、議員が質

疑や意見を伝えます。その後に議員同上で自分の

考え方などを討論する議員間討議が活発に行われ

ています。岐阜県内でも、こうした活発な議員間討

議がされている所はないようです。その議員間討

議を活発にするにはどれだけの人数が必要なのか

などの協議をしているところです。 
今年７～８月に文化会館で市民の参加を頂き、議

員定数と報酬についてのシンポジウムを開催する

予定で進めています。皆様方のご意見を聞かせて

いただきたいので、たくさんのご参加をお願いし

ます。 

・会員スピーチ       西 美紀 会員 

職業委員会から、新入会員

の職業についてという事

で、お話させていただきま

す。 
私は、大八診療所で、事務

長で、経理・労務管理・社

会保険・雇用保険業務・薬

品や備品の仕入れ業務な

どを担当しています。医療事務については、事務員

さんにお任せしており、補助要員として、人員が足

りない場合に入ることになっています。 
さて、大八診療所の概要についてですが、場所は、

松之木町の国道158号線沿いのJA大八の向かい側

にあります。前身は高山市の管轄で、国保の診療所

として先代が市の職員として医療業務を行ってい

ました。その後先代が平成 5年に 60 歳で定年退職

する折に、継続して診療所を続けて欲しいとの地

域の方々からの要望で、施設を買い取り、引き続き

業務を続ける事になりました。当時久美愛病院で

勤務していた西が退職し、大八診療所と、先日亡く

なった義母が経営する西医院に勤務して医療業務

を継続して来ました。現在の建物には平成 15 年に

建替え、その年に先代が亡くなりました。西医院に

関しては、約 50 年院長を務めてきた義母が高齢に

なり継続が困難と判断したため、平成 28 年に閉院

し、現在は大八診療所のみ営業しています。 
業務内容は一般的な医院やクリニックと同様と思

いますが、外来診療が主体で、在宅の患者さんの往

診、肺炎球菌ワクチン他、各種予防接種も行ってい

ます。その他、東山中学校、岩滝小学校、高山高校

の学校保健医も受けていて、意見交換、健康診断を

行っています。また、循環器の専門医として、健康

診断の心電図の診断を行ったり、高山高校に看護

科があった時には講師として、看護科の生徒さん

に講義を行う事もありました。その他、これは医師

会からの当番制ですが、健康管理センターでの休

日診療、また依頼があれば、検死も行っています。

診療科としては、現在は、内科・循環器科・エック

ス線科です。以上の業務内容を職業奉仕の観点か

らみると、地域の健康を守るため、様々な医療、保

健活動を行っているという事でしょうか。また、昨
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今コロナウィルス対策としては、医療施設に対し

て下りる補助金を活用して、空気除菌機、非接触型

の検温計、待合室の椅子の素材の張替え、受付のつ

いたて設置など、また、エントランスの自動ドアを

非接触型のものに取り替えたり、患者さん用のト

イレの自動水栓化などを行ってきました。また、熱

のある人は、いきなり待合室に入ることの無いよ

うに、まず電話やインターホンでの対応で様子を

聞いて、疑わしい人は、保健所に連絡してもらう一

般的な対応をとっています。 

今月中に基幹病院のワクチン 2 回接種を終えて、

来月からやっと私たち医療関係者への接種が始ま

り、6月には介護施設、高齢者への接種が始まるそ

うですが、予定通り接種できると良いなと思って

います。先の見えないコロナとの戦いの中、ワクチ

ンに対する不安や疑問で患者さんからの電話相談

もちらほらありますが、地域のみなさまの健康を

守る一医療施設として、お役に立てる様に働く所

存です。

 

 

 

    ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

妻の誕生日にきれいな花を頂きありがとうござい

ました。            西倉 良介 

結婚記念日に素敵なお花をありがとうございまし

た。              中田 学 

松山、マスターズ優勝本当におめでとうございま

す。このコロナ禍の中、この快挙や大谷、池江の活

躍、大変勇気づけられます。後のオリンピックが国

体にならないことを祈るだけです。鶯塚 英雄 

松山英樹、マスターズ優勝おめでとう。そして感動

をありがとう。         植木 眞吾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


