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●点 鐘 
●ロータリーソング  われらの生業 
●四つのテスト 
●ビジター・ゲストの紹介 

●会長の時間      会長 大原 誠 

みなさん、こんにちは。 

本日は 10 月 18 日以来、3

週間ぶりの例会となりま

す。さて、先般 10月 11日

の夜、ひだホテルプラザに

て、次年度の役員指名につ

いての「指名委員会」を開

催しました。田中さん、中

田専太郎さん、高原さん、

坂之上さん、歴代の会長に

もご出席をいただきました。選考に際しては、例年

になく、指名者決定までに白熱した議論があり時

間を要しました。出席委員の皆さまから、私が会長

に指名された時はこうだったとか、本来〇〇さん

が先に会長をやるはずだったのに自分が指名され

たとか、〇〇さんは会長をやらないという条件で

ロータリーに入ったとか、〇〇さん始め会長経験

者が元気なうちに 2 回目の会長をやっていただい

たらどうかとか、委員の皆さんの会長選考に対す

る思いや、これまでの歴史・経緯が色々とでてきま

して、時間がかかったものです。被指名者について、

異議があったとか、もめたのではなく、当初案のと

おり、全員一致ですんなりと決まりましたので、そ

の点、誤解の無いようお願いいたします。各委員の

ご意見が出た中で、指名委員会の運営内容にクラ

ブ内規にある「理事・役員の選考」と一部齟齬もあ

るようなので、今後の課題と考えております。結果、

次年度会長エレクトに堀口裕之さん、次年度副幹

事に長瀬栄二郎さんが指名されましたので、取り

急ぎ報告申し上げます。委員会のあとは、通常であ

れば、次期会長中田さん、会長エレクト堀口さんの

執行体制を盛り上げるためにコンパニオンも入れ

盛大に親睦会開催となるのですが、未だクラブ全

体の懇親会が行われていない中、指名委員会が最

初にやるわけにもいきませんので、岩本さんには

その点、大変ご理解をいただき、コンパニオンなし

で、2階のレストランを貸し切って、ソーシャルデ

ィスタンスを確保しての食事会とさせていただき

ました。久しぶりにたわいのない会話が弾み、自席

を立たないなど一定の制限はありましたが、懇親

が深められた会となりました。また、10月 18日は

緊急事態宣言で延期となっていました日枝中学校

での「出前講座」を剱田パストガバナーにも同行い

ただき実施しました。講師となっていただいた 24

名は、高山中央ロータリークラブ会員だけでなく、

お忙しい中会員企業の幹部社員の方々にも参加い

ただき、2年生生徒 156名にそれぞれの会員企業の

仕事の内容等についてお話いただきました。会員

企業の案内パンフレットだけでなく、重機の模型

であったり、建築にかかる実際の木組みを実演さ

れたりとか、生徒により理解してもらえるよう、会

員それぞれが工夫して説明されており、生徒にと

って、自身の将来を考える上で大変有意義であっ

たと思います。下垣内校長からも感謝の旨、お礼が

ございました。熱い語りで、生徒にご教授いただい

た会員の皆さま、ありがとうございました。 

青少年奉仕委員会、高橋委員長、大変お疲れさまで

した。 

●幹事報告       幹事 下田 徳彦
◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

 ・佐賀長崎豪雨災害募金協力のお礼 

 ・「ロータリー日本 100年史」頒布促進のお願い 
 ・2022-23年度 地区補助金申請について 

 ・ロータリー財団奨学生募集について 

 ・2021-22年度地区大会のご案内 

◆会長  大原 誠   ◆幹事  下田 徳彦   ◆会報委員長 長瀬 栄二郎  ◆会報担当 鶯塚 英雄 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1278 回 

55 名 55 名 46 名 ----- 83.64％ 

前々回

1276 回 
55 名 55 名 43 名 3 名 83.64％ 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

 

2021～2022 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「あなたを Happy に」-Make You Happy- 

WEEKLY REPORT 
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  日時：2022年 3月 5日（土）12：30～19：00 

〇高山西ロータリークラブより 

 ・例会変更のお知らせ 

  11月 5日（金）12：00～ 

  高山グリーンホテル  出前講座のため 

  11月 26日（金）休会 定款により 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

・「子ども・若者育成支援強調月間」における 

 街頭啓発活動の依頼について 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

・リトニアの文化や伝統を学ぶ教室開催について 

＜会報＞ 

・高山 RC  ・下呂 RC   

●本日のプログラム  

ロータリー財団委員会  

委員長：伊藤 正隆 
ロータリー財団の補助金

について DVDを視聴しまし

た。 

 
 
会報/雑誌委員会 委員長 長瀬 栄二郎 
ロータリーの友 11月号 53ページ「ロータリーア

ットワーク」のトップに、当クラブの活動が掲載さ

れました。皆さん、ご覧ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     11月のお祝い      
 

＜会員誕生日＞ 

  仲谷 政美   S19年 11月 1日 

  高原 清人   S32年 11月 2日 

  橋本 修    S23年 11月 12日 

  山本 辰男   S27年 11月 21日 

  清水 幸平   S26年 11月 26日 

 

＜夫人誕生日＞ 

  都竹  太志 あやこ 11月 4日 

  平林  英一 紀子  11月 6日 

  高橋  厚生 佳美  11月 9日 

  松之木 映一 洋子  11月 26日 

  岡﨑  壮男 さとみ 11月 29日 

 

＜結婚記念日＞ 

  高原 清人   S56年 11月 2日 

  足立 常孝   S53年 11月 8日 

  岡﨑 壮男   H 4年 11月 8日 

  山本 辰男   S53年 11月 14日 

  渡辺 甚一   S55年 11月 15日 

  和田 良博   S54年 11月 17日 

  大原  誠   S58年 11月 20日 

  周  信夫   H 5年 11月 23日

 

 先日の出前講座にご協力いただきありがとうご   

 ざいました。先生・生徒さんも大変喜んでみえま 

 した。次年度に続く事業です。今後もよろしくお      

 願い致します。         高橋 厚生 

先日は家内の誕生日に素敵な花束を頂きありが       

 とうございました。       都竹 太志 

 妻の誕生日に花束を頂きありがとうございまし

た。               葛谷 嘉久 

 11/6 妻の誕生日のお花ありがとうございました。 

 当日は妻の父親の 3回忌法要もあり、父親も同  

 じ誕生日でした。孫たち 8人が遠方から集まり 

 ました。子供は最高の宝ですね。 平林 英一 

 

 

10/31、3人の古希コンペに沢山の方々に 

お気遣いを賜り誠にありがとうございました。 

今後とも永いお付き合いをよろしくお願い申し

上げます。 

足立 常孝 / 伊藤 正隆 / 山本 辰男  

 古希コンペでベスグロ他を頂きましたのでニコ  

 ニコへ            三枝 祥一 

 昨日、他ロータリークラブの会員さんでした土 

 田先生を忍んで歯科医師会のゴルフコンペがあ 

 りました。ユーモアセンスのある明るい先生で 

 した。お陰様で晴天に恵まれ今年 2回目のコン 

 ペにも関わらず準優勝しましたのでニコニコへ。 

                高木 純 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 


