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会長

村瀬

祐治

例会について当初例会開催数は 40
例会を計画いたしました。クラブ創立 30 周年例会
-4 例会、 ガバナー卓話・地区大会-4 例会、 高山
中央クラブ 32 例会を計画例会開催中止、12 月から
7 例会、5 月から 4 例会、合計 11 例会を「緊急事
態宣言」
「まん延防止等重点措置」国・県の要請を
受けて中止いたしました。
対外的奉仕活動について また高山工業高校との
「夏休み親子体験教室」
「中学校へ出前講座」開催
できませんでした。
創立 30 周年事業事業の一環として懇親会を予定し
ておりましたがコロナウィルス蔓延防止のため 4
月 26 日式典のみ開催いたしました。記念事業とし
てタブレットを「であい塾」へ寄付をいたしました。
12 月はコロナ感染が拡大しておりメンバーと情報
共有が出来なくて残念と思っております。
ミャンマーのタニベ村に小学校校舎増設について
私は（2018 年副会長として）現地のタニベ村にお
もむき現状を視察して必要であると考えて計画い
たしました。当初はグローバル補助金を使っての
支援事業でしたが、2019 年 2 回目の訪問にて建物
についてはグローバル補助金対象外であると判明
しました。しかし支援をしたいとの気持ちから高
山ロータリークラブ単独事業として 2 万ドルを予
算計上いたしましたが、合意が得られず断念いた
しました。
委員会開催について委員会としては 12 委員会を設
けましたが親睦委員会と会員維持増強委員会 2 委
員会は担当例会が開催できませんでした。親睦と

しては、当初から浴衣例会・新緑例会は計画に入れ
ず 12 月忘年例会・1 月家族例会・2 月節分例会は、
「緊急事態宣言」の真最中でありマスクを外して
のお酒の出る懇親会は感染防止から開催できませ
んでした。特に新しく入会されましたメンバーの
皆様には申し訳ないと思っております。
積立金について積立金「ニコニコ BOX」
「創立周年
記念事業費」など 6 枠があり合計 1,200 万円があ
ります。今まで積立名目はありますが、使用目的、
事業費の決算決定など明確でありませんでした。
目的と使用金額などをメンバーから提案頂き臨時
総会を開催して高山中央ロータリークラブ細則第
12 条に定めさせていただきました。
会費の他にメンバーから集める寄付金について財
団寄附 15,000 円米山奨学記念 12,000 円をお願い
するつもりでしたが、コロナ禍において例会が開
催できなかったのでメンバーから会費の他に寄付
を求めるのではなく例会中止の経費の中で財団寄
付 12,000 円・米山記念奨学寄付 3,000 円・地区大
会登録費 5,000 円を余剰金で賄いました。金額に
ついては皆様に領収書を出させて頂きました。
5 月 28 日は最終例会例年では、昼間はゴルフ会、
夜は宴席にて開催しておりましたがコロナ感染防
止のためマスクを外してのお酒の出る懇親会は、
感染防止から開催できないので昼間の例会とさせ
て頂きます。ガバナー補佐訪問です。
平塚湘南 RC との交流について 2019 年 9 月に会長・
幹事・杉崎 5 名で高山市へご来訪されお互いの創
立 30 周年記念事業の交流について話し合いコロナ
禍の中で今期の交流事業は中止すると原会長（平
塚湘南 RC）と協議しました。
まとめ今期は今まで当たり前で開催していた事業
が開催できず、人と話をすること、懇親会をするこ
とができなかったマスクをして臨んだ一年間でし
た。RC 歴に残る 1 年でありました。
慶弔規定について高山中央ロータリークラブ内規
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第 3 条 4 項 慶弔
４，次の場合に記念品を贈り祝意を表す
(1)会員が国家的、地方的表彰を受けた場合
(2)会員及び夫人の誕生日、結婚記念日
先日 春の叙勲が発表されメンバーの仲谷政美さ
んが旭日単光章を受賞されました。今まで当クラ
ブでは、叙勲を受けた方にどのようにするか前例
がないため理事会にて協議いたしました。本日記
念品を贈ります。

●幹事報告

幹事

岡﨑

壮男

◎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
・クラブ会員増強報告書 4 月・5 月
・2021-22 年度インターアクトクラブ活動計画書
・日本のロータリー100 周年を祝い会について
・2022-23 年度夏季派遣学生募集について
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナーエレクト事
務所より
・2021-22 年度ガバナー月信について
・第 1 回ロータリー財団研修セミナー中止のお知
らせ
〇米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 245 255
・米山功労者感謝状
・米山クラブ感謝状
〇濃飛グループ 大森ガバナー補佐より
・ガバナー補佐最終訪問について
6 月 28 日（月）
〇濃飛グループ 住次期ガバナー補佐より
・2021-22 年度ガバナー杯チャリティーゴルフ
大会について
濃飛グループ予選会 10 月 9 日(土)
飛騨高山カントリークラブ
決勝大会 11 月 18 日（木）伊勢カントリークラブ
・第１回ガバナー補佐訪問について
7 月 12 日（月）
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オンライン開
催について
〇高山ロータリークラブより
・例会変更について
6/3・6/10・6/17 休会
〇高山西ロータリークラブより
・例会変更について
5/14.・5/21・5/29・6/4・6/11・6/18 休会
＜飛騨高山国際協会より＞
・多文化共生 Facebook ページについて
＜高山・デンバー友好協会より＞
・オンラインイベントについて
＜高山青少年育成市民会議より＞
・総会中止のお知らせ及び書面表決のご案内

・令和 3 年度「高山市少年の主張コンクール」講
演及び出役について
＜高山市民憲章推進協議会より＞
・乗鞍岳の自然環境保全事業開催のお知らせ
・総会中止のお知らせ及び書面表決のご案内及び
書面表決結果
＜飛騨慈光会講演会より＞
・総会中止のお知らせ
・運営委員推薦について
＜会報＞
・美濃加茂 RC
・高山 RC

●表彰
～～ＲＩ表彰～～
2019-20 年度ロータリー賞

シルバー賞

～～ロータリー財団表彰～～
ポール・ハリス・フェロー 大原 誠 高殿 尚
ポール・ハリス・フェローマルチプル 2
大保木 正博 渡辺 修治
～～米山記念奨学会表彰～～
米山功労賞 村瀬 祐治 中田 専太郎
第 16 回 米山功労クラブ表彰

●クラブアッセンブリー
会場監督（SAA） 渡辺

修治

この一年はまさに非常事態
でした。例会は、新型コロナ
ウィルス対策が前提の開催
で不自由をお掛けしました
が、皆様のご理解とご協力が
あった事を感謝いたします。
来期はワクチンの接種の効
果に期待します。
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高山中央未来委員会
副委員長 坂之上健一（代理）
中央未来委員会は、クラ
ブの長期戦略計画目的
「職業奉仕に徹すること」
に基づく過去の活動の振
り返りと、今後の継続の
ための活動起案を基本方
針として今年度二回の例会を担当しました。
①１回目担当例会（令和 2 年 11 月 16 日）
「職業奉仕に徹すること」を再確認する例会
新会員や会員歴の浅い会員が増えてきていること
と、折からの新型コロナ禍による例会中止や行事
自粛の中で、クラブへの帰属意識高揚も含めて、ロ
ータリーの職業奉仕についての歴史と、当クラブ
が長期戦略計画目的に揚げる「職業奉仕に徹する
こと」の意味と意義を再確認する卓話例会として
行いました。
②２回目の担当例会（令和 3 年 3 月 29 日）
RI の方針変換の中で、当クラブにおいては長期戦
略を「職業奉仕に徹すること」を継続すべきである
ことの再確認と、クラブ自治が強調される中で今
後に向けて変えるべきところ、変えられるところ
は変えていく提言を卓話例会として行いました。
予算は 30000 円を計上していましたが、執行はあ
りませんでした。

創立 30 周年実行委員会
委員長

中田専太郎

①30 周年記念事業として、
適応指導教室「であい塾」
に対して、地区補助金制度
を活用して、キーボード付
きの Ipad を 11 台贈呈しま
した。
◎地区補助金 525,000 円、
クラブ拠出金 431,510 円
合計 1,016,510 円
②30 周年の記念例会を実施し、清水幸平副委員長
の司会で、剱田ガバナー、村瀬会長に挨拶を、これ
までの 30 年として、伊藤正隆会員に、これからの
30 年として、高橋厚生会員に、それぞれスピーチ
をお願いし、会員の皆様には記念品をお渡ししま
した。
◎記念品
（スマホ用充電器合計支出金額 281,424 円）

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。
本年もコロナの影響もあり、
十分な活動はできませんで
した。

基本方針は、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、皆さんに関心を持ってもらえるようなテーマ
を取り上げるよう努力してまいりました。IDM は２
回予定しておりましたが、コロナの関係で１回と
なりました。しかし充実した内容の IDM となりま
した。また、研修の観点から、
「グローバルな視点
でローカルに活動する」旨を趣旨とした例会を持
たせていただきました。私の拙い講師で正に横板
に粘土のような進行でお聞き苦しかったことをお
詫び申し上げます。以上ご報告といたしますが、会
員の皆様にはご理解、ご協力感謝いたします。どう
もありがとうございました。

親睦活動委員長

委員長

谷口

欣也

基本方針・・可能な限り新型
コロナウィルス感染症の感
染予防に努めた懇親会を設
営する。
活動報告・・計画の段階から、
新型コロナウィルス感染症
のまん延等により、計画した
事業を開催出来ないことが危惧されていましたが、
年末から年始にかけて感染状況が悪化し、12 月下
旬から 3 月上旬にかけては、懇親会どころか例会
事態が開催出来ない状況となり、当委員会が担当
する予定であった 3 つの例会はすべて取り消しと
なりました。その中で、節分例会開催予定日であっ
た 2 月 1 日に、村瀬会長、岡﨑幹事、事務局の河
上さんと共に飛騨総社へ出向き、本殿にて年男や
厄年、新入会員をはじめとするすべての会員に対
する厄払い神事を堀之内宮司にご催行いただき、
後日、お下がりのお守りや福豆を会員の皆さまに
お渡し出来たことが、唯一の活動となりました。

友好クラブ交流委員会

委員長 橋本

修

活動計画として令和 3 年 3
月・4 月にお互いの 30 周年
記念を祝い一層友好を深め
る予定でした。又、5 月には
地区大会にも参加していた
だく事のなっておりました。
イベントの中止は親睦を深
める機会を失うと同じにそれまでの歩みを止める
事となり残念な結果となりました。失ったものは
全て心の栄養となると信じて今後も友好を深めて
いきたいと思います。
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会報/広報/雑誌/IT 委員会
委員長

職業奉仕委員会
岩本

正樹

皆さんこんにちは、会報/広報/
雑誌/IT 委員会の事業報告をさ
せていただきます。まず会報で
すが計画例会数は 40 回でした
が 11 回コロナのために休会と
なりましたので今年度は 29 例
会について会報を作成いたし
ました。続きまして広報ですが、毎年市民時報への
掲載を高山 3 クラブの会長判断で掲載を中止いた
しました。次に雑誌につきましては担当例会で、11
月第 2 例会に”ロータリーの友“について清水さ
んと二木さんに卓話を頂きました。あと IT は中央
クラブのホームページの管理等を行いました。以
上のような活動内容でしたので報告させていただ
きます。

ニコニコ委員長

委員長

植木

眞吾

今年度のニコニコ委 員会
は委員長植木、副委員長和
田さん、委員に島さん、古
橋さん、益田さん、奈木さ
ん、今井哲也さん、高橋龍
士さんの 8 名で行いました。
会員、ご家族、会社などの
身の回りの慶事、祝い事に関心を持ち、ニコニコへ
自発的な寄付を促すとともに、ニコニコへの積極
的な参加をして頂くことを基本方針としてやって
まいりました。
目標額を 60 万円としていましたが、
コロナ禍により例会の回数も少なく目標額は達成
できそうもありませんが、ニコニコに寄付してい
ただいた会員の方々に感謝いたします。あと 2 回
の例会となりましたが、最後までご協力をよろし
くお願いいたします。

会員維持増強・会員選考・職業分類委員会
委員長 長瀬 栄二郎
高山中央ロータリークラブ
の良さを積極的に発信し、仲
間の輪を広げることを目標
として取り組んでまいりま
した。担当例会として、この
2 月 15 日を予定しておりま
したが、コロナ自粛にともな
う予定の変更により、今期の担当例会はございま
せんでした。コロナによる活動自粛もあり、純増 2
名という目標はまったく達成できませんでしたが、
引き続き、皆様とご一緒に増強活動に取り組んで
参りたいと考えております。どうもありがとうご
ざいました。

委員長 熊﨑

元康

職業奉仕委員会は、副委員
長に田中さん、委員長に高
原さん、津田さん、鶯塚さ
ん、葛谷さん、委員長熊﨑
の計 6 名にて「ロータリー
の重要課題の一つである
職業奉仕について、再認識
をしてもらう機会を提供し、職業を通しての奉仕
の実践を広く啓発する。
」を基本方針に活動する予
定でしたが、コロナ禍の影響を大きく受け４回企
画致しました例会は、2 回となり委員会の打ち合わ
せ等はナシとすごいことになってしまい申し訳な
く感じております。特にスピーチをお願いしまし
た高殿さんには当日ドタキャンを入れてしまい非
常に申し訳ありませんでした。例会時間を厳守す
ることを個人的に一番に考えての結果と自己中心
の言い訳を致しまして、本年度の報告を終わりま
す。一年間有難うございました。

社会奉仕委員会

委員長

鶯塚

英雄

基本方針・・ロータリアン
として社会奉仕活動に対し
ての理解をさらに深め、地
域社会との連携を図る。
活動内容・・
①令和 2 年 11 月 2 日「NPO
法人すえひろ」の末永賢治
氏を講師として迎え「コロナ禍における防災等に
ついて」と題して卓話を行った。東北大震災の被災
者でもある末永さんの実体験を踏まえ、災害時に
はすぐ考えて行動するという「3 秒ルール」の大切
さなど多くを学びました。
②令和 3 年 4 月 5 日「歯科医師としての社会貢献
と社会奉仕活動」と題して委員長 鶯塚 英雄が卓
話を行いました。
③飛騨慈光会後援会、理事評議委員会に出席し地
域との連携を図りました。

ロータリー財団委員会

委員長 益田大輔

委員長の益田大輔です。副
委員長に都竹太志さん、委
員を谷口欣也さん、前越路
子さん、高原武夫さんで活
動致しました。ロータリー
財団の理念や活動の理解
と情報共有、地区補助金申
請の仕組み、グローバルヘルスや国際協力関係の
現状を学び、フィードバックすることを基本方針
に、３回の例会を実施しました。セミナー報告、補
助金の説明の例会と、国際協力関係の卓話をソマ
リアにおけるテロ・紛争解決の NPO アクセプトイ
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ンターナショナルの永井陽右さんにお願いしまし
た。なお、グローバルヘルスとして予定していた岐
阜大学保健管理センター西尾彰泰教授の卓話はコ
ロナウイルスパンデミックにて保留とさせて頂き
ました。1 年間有難うございました。

米山記念奨学委員会副委員長 前越
（代理）

路子

上半期の活動報告でも報告
しましたが、活動自体できな
かったので、重複の報告とな
る点もありますのでご了承
ください。10 月 19 日の例会
において米山奨学生の卓話
例会を行いました。岐阜大学のミャンマーからの
奨学生メイ・スイートさんに母国ミャンマーの紹
介、現在の研究内容について発表をしていただき
ました。今年度は当クラブは、世話クラブでないた
め村瀬会長のご計らいにて高山西ロータリーの担
当の学生をお招きしましたが向上心のある明るい
女性でしたが、ミャンマー情勢が不安定なところ
心配ですが、連絡を取りましたが返信がないため
現在の状況はわかりません。今年度の米山記念奨
学会への寄付額を報告します。
①普通寄付：クラブ会費から 5,000 円
②特別寄付：本来ならメンバーから個別に寄付金
を集めるのですが今年度は例会中止の経費から
3,000 円支払いました。合計寄付額 8,000 円です。
例年と変わらない金額です。お願いします。

青少年奉仕インターアクト委員会
委員長下田徳彦
8 月 3 日に
「出前講座の現状」
について、委員長が講師と
なっての卓話例会を開催し
ました。キャリア教育の重
要性をお伝えし、その具体
的な活動として出前講座が
あり、地区との連携で積み
上げた 10 年の足跡と成果を
報告しました。10 月 3 日に布目地区委員長を講師
としてお招きし、インターアクトについての卓話
例会を行いました。アンケートを実施しました。3
月 21 日に雫宮祭会場にて、ロータリー財団委員会
と連携し、ポリオ募金を開催いたしました。
（新型
コロナの関係で親子体験学習、出前講座は中止）

出席/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会
委員長 内田 茂
昨年村瀬会長より出席プロ
グラムの問題を考えてほし
いと言われたものの現状で
は、各委員の皆様に出席報告

をしていただくことくらいしか選択の余地がなく
て、いささか不甲斐ない出席委員会ではありまし
た。最終例会も、宴会なしで例会の開催がかろうじ
てできたくらいではありますが襷はしっかりつな
いでほしいとおもいます。またこんな時ではあり
ますが、皆出席のかたはみえますのでバッジは受
け取っていただけます。会員増強に関しては、例会
のないロータリークラブには、新会員の入会もな
いと考えられますので、７月以降の会員増強をお
願いします。リアルとリモートに関しては、アメリ
カではもう 15 年以上前から 1/3 の業種で自宅での
仕事に移行しているとの話もありバーチャルの形
を含めロータリークラブにとり入れるのにいい機
会だと思います。1 年間どうもありがとうございま
した。

６月のお祝い

＜会員誕生日＞
田中
津田
古橋

雅昭
久嗣
ひと実

S32 年 6 月 20 日
S35 年 6 月 25 日
6 月 25 日

＜夫人誕生日＞
高木 純
和代
周
信夫 真奈美

6月 2日
6 月 25 日

＜結婚記念日＞
田中
中田
西倉
仲谷

雅昭
一男
良介
政美

S59 年 6 月 2 日
S47 年 6 月 3 日
S55 年 6 月 8 日
S44 年 6 月 26 日

＜ニコニコＢＯＸ＞
地区大会お疲れ様でした。来年は頑張ります。
伊勢中央ＲＣ 会長 濱千代裕章様
昨日、コロナ禍で延期になっていた文部科学大臣
賞を岐阜にてリアルな式で受賞することが出来ま
した。素直に感謝してニコニコへ。 鶯塚 英雄
貴重な体験をさせて頂き感謝です。悪気はありま
せんか？なんかすいません。
益田 大輔
一年間ありがとうございました。 長瀬

栄二郎

昨日でまん延防止措置が高山市も解除されました
のでニコニコへ。
植木 眞吾

