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●点 鐘      坂之上 直前々会長  
●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 
  国際ロータリー第 2630 地区 
   濃飛グループガバナー補佐  
             住 宏夫 様 
●会長の時間（代理） 副会長 岩本 正樹 
皆さん、こんにちは。 

今日は大原会長がお

休みですので私が代

理で会長の時間を務

めさせて頂きます。

副会長はなんにも勤

めがない楽なポスト

やなと、のんびりし

ていたら最後にお鉢

が回ってきて少し緊張しておりますがよろしくお

願いいたします。本日は住 AGにお越しいただいて

おります。本日がアシスタントガバナーとして最

後の訪問でございます。住 AG、1 年間お疲れ様で

ございました。AG には後ほどお話をよろしくお願

いいたします。今日の例会はクラブアッセンブリ

ーということで副会長の立場としてこの 1 年を振

り返ってみたいと思います。この 1 年間もコロナ

の影響を大きく受けて沢山の事業が中止になりま

した。その中で親睦会も今のところ 1 度開催でき

ただけで、会員同士が友好を深める機会が作れて

いないのは本当に寂しい限りであります。このよ

うな状況の中で考えますに、ロータリークラブと

いうのは奉仕活動と親睦の両論で成り立ち発展し

ていく会なんだなとつくづく考えさせられた 1 年

でありました。今後はウィズコロナとしてロータ

リー活動を運営していくことになりますが、親睦

会も好意と友情を今まで以上に深められるような

運営ができるよう模索していきたいものです。本

日は第一例会でプログラムが立て込んでおります

のでこの辺で会長の時間を終わらせて頂きます。 

●幹事報告       幹事 下田 徳彦 

◎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 

 ・4月増強報告書 

 ・2022-23年度地区補

助金支給内定の通知 

◎国際ロータリー第

2630地区ガバナーエレクト事務所より 

 ・第 1回ロータリー財団研修セミナーのご案内 

  日時：7月 23日（土）12：00～16：30 

  会場：岐阜グランドホテル 

  出席要請者：次期会長 

        次期ロータリー財団委員長 

〇国際ロータリー第 2630地区次期ガバナー補佐よ

り 

 ・クラブ訪問について 

  第 1回訪問日 7月 11日（月） 

＜高山岊城ライオンズクラブより＞ 

 ・結成 50周年記念式典出席 お礼状 

＜高山市民憲章推進協議会より＞ 

 ・総会のご案内 

  日時：5月 25日（水）19：00～ 

  会場：高山市民文化会館 4階 

＜会報＞ 

 ・下呂 RC 

  

  

◆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 

1291 回 

55 名 55 名 47 名 ----- 85.45％ 

前々回 

1289 回 
55 名 55 名 38 名 4 名 76.36％ 

 

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 



 

第 1291 回 R04･6・6 
 

 

●ガバナー補佐訪問   

濃飛グループガバナー補佐  

         住 宏夫 様（高山 RC） 

コロナウィルス感染症の長期化によりロータリー

活動も大きな影響を受けました。この 1 年間のガ

バナー補佐の関係では、7月の 1回目訪問は行えま

したが、その後の 2 回目及びガバナー公式訪問、

IM、地区大会はすべて中止になりました。唯一行え

た事業は、ガバナー杯チャリティゴルフ大会でし

た。高山中央 RC は、2 位の好成績で本大会に出場

されました。コロナウィルス感染症の中で、皆さん

はどんなことを考えましたか？私はロータリーの

親睦が如何に重要かが身に沁みました。年数回の

クラブの親睦会、IM、地区大会での親睦会、楽しみ

とともにお互いのコミュニケーションが大切だと

思いました。さて、今年の RI 会長の重点目標に、

会員増強がありました。大変残念ですが当濃飛グ

ループは増強できていません。コロナウィルス感

染症のせいもありますが、時代の流れもあるよう

に感じます。その中で、女性会員の増強は必要不可

欠だと思います。女性もリーダーシップが優れた

方、女性の考え方でアイデア豊富な方も多くいま

す。高山中央 RCは、女性会員もいて時代を先取り

しているクラブだと思います。次年度ガバナー補

佐は、可児 RCの奥村さんですが、今後はウィズコ

ロナが定着して 1 年間フルに活躍できると思いま

すので親睦を楽しみに次年度を盛り上げて頂けれ

ば幸いです。1年間ありがとうございました。 

●クラブアッセンブリー 

会場監督          小出 貴博 

会場監督 SAA で

す。例会に支障な

く円滑に開催でき

るように準備する

との基本方針で、1

年やってまいりま

した。コロナによ

る影響で飛び飛び

の例会開催とな

り、戸惑うことはありましたが、大きな支障を起こ

すことなく例会開催できたと思います。また、活動

計画についてもコロナの影響はあったものの、不

足なくできたと思います。皆さんに、お詫びをしな

いといけないことが、あります。備品パネルの新調

について、当初予定していたものから、すべてのパ

ネルの新調となり、また、規格の変更などで、当初

予算をオーバーする結果となりました。当初の読

み込みと話し合い不足によるもので、ふがいない

結果となり申し訳ございませんでした。最後に皆

さんの協力のおかげで何とかやってこれました。

ありがとうございました。 

クラブ管理運営委員会  

          委員長 堀口 裕之 

今年度クラブ管理・

奉仕委員会の担当

理事をさせて頂き

ました堀口です。高

山中央未来委員会・

親睦活動委員会・友

好クラブ交流委員

会・会報/雑誌委員

会・出席プログラム

委員会・ニコニコ委員会の 6 員会を統括サポート

させていただきました。コロナ禍と言うことで例

会の取り消し等、会員の皆さまにはご迷惑おかけ

し大変申し訳ございませんでした。一年間ありが

とうございました。 

高山中央未来委員会  

        委員長  坂之上 健一 

会員の皆様こんに

ちは。この一年間は

昨年度に続きコロ

ナ感染症が蔓延し

十分なクラブ活動

もできないままの

一年間でした。当委

員会も当初の事業

計画を一部変更し、

現状についての意識調査をしたり、と慌ただしい

一年間でしたが、ご協力を頂きありがとうござい

ました。早速ですが、事業報告をさせて頂きます。 

第 1回担当例会（令和 3年 11月 15日） 

「職業奉仕」についての卓話    予算 5000円 

卓話講師：地区職業奉仕委員長   原尾 勝氏 

          （岐阜北ロータリークラブ）

卓話内容：新入会員も増えロータリーの基本であ

る「職業奉仕」について理解を深めて頂く内容。 

第 2回担当例会（令和 4年 4月 11日） 

高山中央ロータリークラブの満足度アンケート実

施                 予算 0円 
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コロナ禍でロータリー活動もあまり出来ないまま

2年が過ぎ、新入会員の皆様を始め、全会員のロー

タリークラブに対する思いはどうなのかについて

アンケートを実施。 

以上、1年間有難うございました。 

親睦活動委員会  委員長 井ノ下 雄志
我々の親睦活動

委員会は、担当理

事の堀口さん、委

員会副委員長に

島さん、委員に仲

谷さん、植木さ

ん、高殿さん、今

井さん、道下さ

ん、葛谷さん、内

田さんの頼もし

い 8 名の方と私の 9 名構成で 1 年間取り組みさせ

て頂きました。今年度 6 回の例会担当を頂いてお

りましたが、新型コロナウィルス感染症の影響の

為に、4回の例会中止となってしまい、関係者の皆

さんに申し訳なく思います。しかし年末に開催出

来た忘年会では、高山中央ロータリークラブらし

く、お酒を酌み交わせ、会員同士がお互いの膝をつ

き合わして、久しぶりに明るく楽しい懇親会が出

来た事が嬉しく感じます。今年度最後の例会、6月

20 日には最終慰労会例会が開催予定です。皆様の

例会ご参加をお待ちしております。1年間、ありが

とうございました。 

友好クラブ交流委員会  

      副委員長     橋本 修 

委員長 三枝 祥一 

委員 ・仲谷 政美・

植木  眞吾・高殿 

尚・今井 哲也・道下 

利一・葛谷 嘉久・内

田 茂 

基本方針  

2005年正式友好クラ

ブ終結から 16年、今

後も交流の歴史を大切に深めていく。しかしなが

ら、新型コロナウィルスで訪問交流ができません

でした。そこで、平塚湘南 RC交流委員長の杉崎氏

と相談し次年度高山中央 RC が平塚湘南 RC を訪問

することで合意をいたしました。次年度交流委員

の皆様宜しくお願い致します。 

会報/雑誌委員会  委員長 長瀬 栄二郎
委員長 長瀬 栄二郎 
副委員長  

二木 公太郎 

委員 ・鶯塚 英雄・前

越 路子・山本 辰男・

益田 大輔・住 裕治・

高原  龍士・久々野 

國良 

今年度も、クラブ内外

の情報、各委員会の活

動状況など、速やかな会報発行によって皆さんへ

お伝えしてまいりました。会報による情報の共有

によって会員相互のコミュニケーションの円滑化

を図るとともに、「ロータリーの友」や「ガバナー

月信」をお読みいただけるよう努めてまいりまし

た。また、会報作成は、各委員が当番制で例会を担

当し、分かりやすい記事・内容の充実に努め、例会

開催の都度発行致しました。令和 3年 10月 4日を

担当例会としていただき、「ロータリーの友」や「ガ

バナー月信」についてという内容で、委員会のメン

バー4名より、面白かった記事、興味深く印象に残

った記事のご紹介、発表をしていただきました。本

年度も一年間、誠にありがとうございました。 

出席プログラム委員会  

          委員長 渡辺 修治 
コロナウィルスの

ために、昨年、8/30・

9/2・9/13・ 

9/27の例会中止。今

年に入って、新年例

会中止に始まり 2

月中の例会全て中

止。3/7オンライン

例会、3/20 例会、

5/23 新緑例会中止

等、今年度もプログラムの大幅変更がありました。

来年度こそ例会を中止にしなくてもよくなること

を祈念します。優良出席会員の表彰は来年度初め

になります。 

ニコニコ委員会   委員長 平林 英一 
5 月末現在の状況と

過去のデータとの

分析をしてみまし

た。今年度も昨年度

以上にコロナによ

る休会が多く、残念

ながら目標額 60 万

円には及びそうで

はありません。過去

のニコニコ状況は
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どうだったのでしょう。ニコニコ BOX の記録を見

てもらうと新入会員の方は特に驚かれたと思いま

す。創立時の平成 3年度会員数 41名で 135万円の

ニコニコがありました。その後の年度においても

高額の入金がありました。チャーターメンバーの

方は記憶にあると思いますが、会員全員に年間最

低 2 万円のニコニコヘということで最終例会に不

足分の集金があったように記憶しています。平成 3

年はバブル絶頂期だった年度で、景気はその後下

がっていきました。ニコニコもそんな感じになっ

ていることがわかります。直前過去 3 年間と比較

してみるとどうでしょうか。平成 30年度例会数 33

回で 613,000 円、1 日平均 18,575 円。令和元年度

23回 532,842円、1日平均 23,167円、令和 2年度

27 回 414,001 円、1 日平均 15,333 円。令和 3 年 5

月現在 20 回 347,000 円で 1 日平均 17,350 円でし

た。平成 30年と令和元年は節分例会でのオークシ

ョン入金が各 5 万円ありました。影響が大きいこ

とがわかります。今年度 5 月末までのニコニコの

中身ですが、5 月末現在 57 名で、1 万円以上の方

が 14 名、2000 円以下が、ゼロの方含めて 21 名で

す。今年度も例会が今日を含めて 3 回です。少し

でもニコニコ協力お願いします。 

 

 

 

 

 

  ＜会員誕生日＞ 

  田中 雅昭   Ｓ３２年 ６月２０日 

  津田 久嗣   Ｓ３５年 ６月２５日 

  古橋 ひと美       ６月２５日 

 

  ＜夫人誕生日＞ 

   高木 純 和代      ６月 ２日 

   周 信夫 真奈美     ６月２５日 

 

  ＜結婚記念日＞ 

   田中 雅昭   Ｓ３２年 ６月 ２日 

   中田 一男   Ｓ４７年 ６月 ３日 

   西倉 良介   Ｓ５５年 ６月 ８日 

   仲谷 政美   Ｓ４４年 ６月２６日 

 

 

  

 

 

 

 一年間ありがとうございました。          

  濃飛グループガバナー補佐 住 宏夫 様 

本日は国際ロータリー第 2630地区ガバナー補

佐 住 宏夫様のご来訪を歓迎致します。後ほ

ど、卓話をお願い致します。  理事役員一同 

 本日は、上部団体の東京での会議出席のため欠
席致します。岩本副会長にはお手数をお掛けし
ますが、会長の時間の代行をよろしくお願いし
ます。             大原 誠 

5/2脳梗塞で久美愛病院に入院しました。左半

分が麻痺して動かなくなりましたが、リハビリ

をして 5/26に退院ができました。クラブから

のお見舞いや、会員の皆様の励ましのメール、

お見舞いを頂きありがとうございました。現在

自宅にて前の身体に戻るよう頑張ります。ご迷

惑を掛けますがよろしくお願いします。 

               松之木 映一 

ガバナー補佐 住様、本日はよろしくお願い致

します。また、松之木さん、心配したより元気で

安心しました。        久々野 國良 

松之木さん、出所おめでとうございます。糖尿

病に脳梗塞と同病ですね。気を付けましょう。 

私はコロナも。         足立 常孝 

妻の誕生日にお花をありがとうございます。今

週の金曜から約 10日間、東京へ行って来ますの

で、来週はお休みさせて頂きます。来週の土曜日

に元気に帰ってくる予定です。   高木 純 

先日、年寄りの剣道県大会で 3位になれました

ので久しぶりにニコニコへ。   渡辺 修治 

先日は妻の誕生日にお花を頂きありがとうござ

いました。           水口 邦博 

ガバナー補佐様に来訪して頂いている中、申し 

訳ありませんが早退させて頂きます。こんな時

くらいはニコニコへ。      小出 貴博 

本日、南小学校運営協議会の為、早退します。 

                三枝 祥一 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 月のお祝い 

＜ニコニコ BOX＞ 


