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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 
 国際ロータリー第 2630 地区 
 濃飛グループガバナー補佐  
            奥村 幸夫 様  
●会長の時間 （会長所信） 会長 中田 学 
こんにちは！いよい

よ新年度となりまし

た。本年度会長という

ことで足りないとこ

ろが多々ありますが、

1年間、精一杯頑張っ

て務めて参りますの

で、ご指導、ご鞭撻、

よろしくお願いしま

す。 

まずは、本来であれば、先週の 4 日から例会をス

タートする予定でしたが、ご承知のように、市内で

は新型コロナの感染が拡大していて、休会とさせ

ていただきました。しかしながらおとといが 40人、

昨日が 56人と収まる感じがせず、何となく先行き

も不安です。十分ご注意ください。実は私も感染し

てしまって、休会の大きな要因の一つとなり、申し

訳なく思っています。幸いワクチンのおかげかど

うかで風邪の症状のみで重症化せず、10 日間自宅

で隔離療養しました。仕事関係方々や、家族にはご

迷惑をお掛けしました。コロナ感染を通じて、リス

ク管理の大切さを痛切に感じました。もうだいぶ

落ち着いて、大丈夫だろうという気のゆるみに付

け込まれてしまったなあと思っています。会社で

は、仕事上、安全第一で、とか、十分注意して作業

して、とか、慣れやマンネリをなくして緊張感を持

って、とか、社員に言っている自分が恥ずかしくな

りました。日常の中には、大小さまざまなリスクが

あります。リスクをしっかりイマジン・想像してコ

ントロールしていく、大切さを改めて思いました。 

さて、本年度、テーマを、「イマジン➝アクション 

止まった時間を動かそう！」とさせていただきま

した。会長所信をクラブ活動計画書に書かせてい

ただきましたが、とにかく、このコロナで、2年あ

まり、活動やイベントが中止、中止で、ロータリー

の時間は本当に止まってしまいました。この間、逆

に言うと十分イマジン、いろいろな想像はできた

のかもしれません。そして、これからは、いよいよ

アクション、行動に移していきたい、そんな、再ス

タートの年度にできればと思っています。そして、

そうするためには、これまでに蓄えた知恵を出し

合って、以前のように、というか、以前とは形を変

えてより良いものにしていくことができれば、と

思っています。是非ともお力をお貸しください。 

活動計画書には、クラブ運営や活動、事業について

の考えも書きましたのでご一読ください。常日頃、

人はつながりに生かされていると思っています。

身の回りの人や地元の自然や風土や食べ物とか、

いろいろなつながりに生かされていると思います。

コロナによってそんなつながりが切り裂かれたと

感じています。ロータリーにおいては、今年度は、

止まった時間を動かして、つながりを、つむいでい

きたいと思っていますので、1年間よろしくお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長  中田 学   ◆幹事  二木 公太郎   ◆会報委員長 西 美紀  ◆会報担当 高木 純 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1294 回 

54 名 54 名 39 名 ----- 72.22％ 

前々回 

1287 回 
55 名 55 名 44 名 1 名 81.82％ 
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●会長/幹事バッチ交換 

  大原直前会長 ⇒ 中田会長 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  下田直前幹事 ⇒ 二木幹事 
 

 

 

 

 

 

 

 

●幹事就任挨拶    幹事 二木 公太郎
若くて頼りがいのない

幹事ですが、どうぞよ

ろしくお願いいたしま

す。精一杯務めさせて

いただきます。 

●幹事報告 

◎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 

 ・ガバナー事務所・地区大会事務所開設のご案内 

 ・ホームページ開設のご案内 

           http://www.rid2630.org 

 ・委嘱状の送付 

 ・バキオたより  

◎国際ロータリー第 2630地区直前ガバナー事務所

より 

 ・5月クラブ増強報告書 

 ・「学友だより」 

 ・ガバナー任期満了に際してのご挨拶 

 ・職業奉仕特別講演会、ホームページ掲載のお知

らせ 

 ・ガバナー事務所＆地区大会事務所閉鎖のお知

らせ 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナーエレクト事

務所より 

 ・事務所開設のご案内 

 〒507-0036 多治見市田代町 3-21-1 

 TEL 0572-56-2630 FAX 0572-56-2631 

  E-mail 2324@rid2630.org 

 ・研修セミナー 

 ・地区会議等の日程のお知らせ 

 ・国際ロータリー2022年規定審議会資料 

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 

〇ロータリー文庫運営委員会より 

 ・ロータリー文庫デジタル化について 

〇高山西ロータリークラブより 

 ・例会休会のお知らせ 

  7 月 22 日（金）・8 月 12 日（金）定款により

休会 

 ＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

  ・令和 4年度街頭啓発活動について 

 ＜会報＞  

  ・高山 RC  

 

※クラブ活動計画書 修正箇所 

P16 会員名簿 中屋 出 会社名 

（誤）(株)飛騨ガイカスト 

       ↓ 

（正）(株)飛騨ダイカスト 

 

●委嘱状 

・地区危機管理委員会       剱田 廣喜 

・ロータリーの友委員会委員   二木 公太郎 

・地区財務・ロータリー財団監査委員会委員 

                 平林 英一 

・青少年奉仕委員会副委員長    高橋 厚生 

・社会奉仕委員会委員       清水 幸平 

・米山記念奨学委員会委員     熊﨑 元康 

 

＜入会セレモニー＞ 

新会員  直井 宏文 

生年月日 1976年 4月 23日生 

会社   高山ダイハツ(株)  

役職   代表取締役 

職業   自動車販売 

 

 

 

 

 

 

mailto:2324@rid2630.org
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●ガバナー補佐訪問   
濃飛グループガバナー補佐  
            奥村 幸夫 様 

はじめまして。こ

の度濃飛グルー

プガバナー補佐

を拝命いたしま

した可児ロータ

リークラブの奥

村です。ロータリ

ー歴は 40 歳で入

会し 25 年です。

剱田ガバナーの時にクラブ会長をしました。職業

は自動車販売をしております。高山中央クラブさ

んのクオリティ高い例会を経験させて頂いており

ます。RI と地区の方針をクラブに伝えていくのが

AG の仕事でございます。高橋ガバナーの方針は、

女性会員 8％の増強、マイロータリーの登録、ポリ

オ街頭募金の実行が地区の方針です。また、ロータ

リーカードとクラブカードの登録をお願いしたい

という事です。中田会長のテーマ、非常にかっこい

いテーマだと思います。この一年間しっかりと進

められることを期待しております。コロナ禍、まだ

まだ油断はできませんが、親睦と奉仕という事で

ロータリー活動を皆さんと進めていきたいです。

地区の方針をしっかりと伝え、地区委員とのパイ

プを繋げていくという事でございますので、皆さ

ま方と共に一年間過ごしていきたいと思いますの

でご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

●総会 

前年度会計報告‥前年度会計 植木 眞吾 

監査報告……前年度会計監査 平林 英一 

 

会計就任挨拶と今年度予算報告  

      会計      熊﨑 元康       
今年度、会計を拝命いたしました熊﨑です。不慣れ

でございますので皆様のご協力を頂きまして一年

間無事に過ごせますようによろしくお願いします。 

 

●出席表彰 出席率 100％表彰 
 （ 令和 3年度 2021/7/1～2022/6/30 ） 

               ★印は連続出席 

＜31 年 （5名）＞ 

 ★橋本  修 ★剱田 廣喜 ★松之木 映一 

 ★三枝 祥一 ★清水 幸平  

＜30 年 （1名）＞ 

 ★島  良明 

＜29 年 （2名）＞ 
 ★大保木正博   伊藤 正隆 

＜25 年 （1名）＞ 
 ★岩垣津 亘 

＜23 年 （1名）＞ 
  仲谷 政美 

＜21 年 （1名）＞ 
  渡辺 修治 

＜17 年 （1名）＞ 
 ★田中 雅昭 

＜16 年 （1名）＞ 
  和田 良博 

＜14 年 （1名）＞ 
 ★下田 徳彦 

＜13 年 （1名）＞ 
 ★都竹 太志 

＜9年 （1名）＞ 
  岩本 正樹 

＜7年 （1名）＞ 
  坂之上 健一 

＜5年 （1名）＞ 
 ★小出 貴博 

＜1年 （2名）＞ 
  大原 誠 

  井ノ下 雄志 

 

令和 3 年度皆出席者 20名様 
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  ＜会員誕生日＞ 

  熊﨑 元康   Ｓ３９年 ７月 ２日 

  今井 哲也   Ｓ４９年 ７月 ４日 

  植木 眞吾   Ｓ３１年 ７月１８日 

  大保木 正博  Ｓ３０年 ７月２７日 

   

 ＜夫人誕生日＞ 

  島 良明   八重子    ７月 ６日 

 鶯塚 英雄  典子      ７月 ８日 

 井ノ下 雄志 歩      ７月 ９日 

 橋本 修   暁子     ７月１０日 

 内田 茂   恵子     ７月１７日 

 岩本 正樹  成美     ７月１９日 

  

 ＜結婚記念日＞ 

   長瀬 栄二郎   Ｈ１６年 ７月 ７日 

    

    

 

 

 

  

 一年間よろしくお願いします。本日はお世話に

なります。           

  濃飛グループガバナー補佐 奥村 幸夫 様 

 奥村ガバナー補佐様のご来訪を心より歓迎申し

上げます。          理事役員一同 

 奥村ガバナー補佐のご来訪を心より歓迎申し上

げます。中田会長年度が輝かしい年度になる事

を祈念して。          剱田 廣喜 

 無事例会が出来ることに感謝です。新幹部の皆

様、本年度よろしくお願いします。AGさんご

指導のほどよろしくお願いします。また、昨日

は女房のバースディフラワーありがとうござい

ました。             橋本 修 

 新年度です。健康に気を付けて一年間よろしく

お願いします。          

     足立 常孝 清水 幸平 田中 雅昭 

 中田会長・二木幹事さん、大変な時期ですが、

楽しい例会、良いロータリー活動が出来るよう

頑張って下さい。       松之木 映一 

 新年度、会長・幹事役員の皆様、ご苦労様です。

一年間よろしくお願いします。  植木 眞吾 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度スタートをお祝い申し上げます。中田会

長・二木幹事、一年間よろしくお願いします。 

                下田 徳彦 

昨日、特急ひだの新型に乗りました。床は、フ

ラットでトイレはウォシュレットです。室内は

新車の匂いがプンプンしてました。本日は、高

山中央 RCでは、新役員の匂いがプンプンして

ます。中田学さん、新役員の皆さん、顔晴って

下さい。             島 良明       

真珠種性中耳炎の為、6/13～6/17 まで東京慈恵

医大病院で全身麻酔によるオペをしました。生

まれて初めての事でしたが、病室から東京タワ

ーが見え、日頃の行いが良いせいか、若い女性の

看護師さんに対応して頂き、無事退院しました。

クラブの皆様からもお見舞いご心配頂きありが

とうございました。聴力はすこしづつ回復して

います。             高木 純 

先週はコロナ感染によって休会にしてしまった

事を反省してニコニコへ。    岩本 正樹 

 

本日、早退します。       西倉 良介 

 

 

＜7月のお祝い＞ 

＜ニコニコ BOX＞ 


