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●会長の時間
会長 中田 学
こんにちは！
会長の時間です。
先週の土曜日、岐阜
で開催されるはず
の地区のロータリ
ー財団セミナーが、
このところのコロ
ナの感染拡大で、急
遽 ZOOM 会議となり
参加しました。植木ロータリー財団委員長も参加
していただきました。セミナーの詳細につきまし
ては、年度内の例会で、植木委員長から、しっかり
とご説明いただけると思います。今回セミナーを
受けて、私自身、ロータリーの組織について少し、
こんがらがっているところがあって、皆さんには
釈迦に説法かもですが、あらためて整理してみま
した。
ロータリークラブには、
「３つの柱」があるそうで
す。ひとつは、
「クラブ」で、高山中央、シカゴと
か、各地域のそれぞれのロータリークラブ。ひとつ
は、
「国際ロータリー・ＲＩ」
、世界のクラブの協議
会、「国連」みたいな感じでしょうか。ひとつは、
「ロータリー財団」だそうです。1905 年 2 月 23 日
に、ポール・ハリスがシカゴの「ロータリークラブ」
を作り、それにならって、アメリカやカナダ、イギ
リスにロータリークラブができ、世界に広がって
いき、いよいよ、1922 年のロサンゼルス大会で、
「国際ロータリー」が、組織として確立したそうで
す。そして、その少し前の、1917 年にアーチ・ク

ランプが、
「世界で良いことをするため」の基金を
設置、これが、
「ロータリー財団」のスタートだそ
うです。現在、それぞれ、組織的には別の物で、ロ
ータリー財団は寄付で成り立つ公共慈善団体とし
て、管理委員会という会で管理、国際ロータリーは、
会費で成り立つ会員制組織で、理事会で管理され
ています。構成メンバーは、ＲＩ・財団、それぞれ
に選ばれたロータリアンなのですが、双方の事務
総長兼 CEO は、皆さんが、あまり好ましく思って
いないジョン・ヒューコということです。ロータリ
ー財団の全体の支出規模は 3 億 8 千 4 百万ドル（約
500 億円）
、ポリオプラスへ 200 億円、グローバル
補助金へ 170 億円、地区補助金へ 40 億円、あとは
その他運営費、という感じです。ちなみに、公益財
団法人ロータリー日本財団という組織もあり、こ
れは、ロータリー財団の協力財団として、日本の会
員さんや一般の方からの寄付の、いわゆる日本の
窓口となっていて、税制の優遇措置があります。寄
付というと、もう一つ、日本独自の公益財団法人ロ
ータリー米山記念奨学会がありますが、これはま
た次の機会にします。
先週、地区大会参加のご案内をしました。今日はお
手元にパンフレットを配布しましたが、10 月、岐
阜市で、久しぶりのリアルでの開催ということで、
そんなに遠くもありませんので、多くの皆様に参
加してつながっていただきたくて、日帰り、宿泊、
いろいろパターンを用意したので、奮ってご参加
をお願いします。
本日の例会はクラブアッセンブリー、本年度の活
動について、私の方針を、さらに具体的にしていた
だきますので、お聞きください。
残念な報告ですが、6 月末で退会者が 2 名、津田久
嗣さんと古橋ひとみさんです。この場にて、皆さん
にご報告します。最後になりますが、高山市内、コ
ロナの感染が、一進一退を繰り返しています。身近
に迫っているなあという感想をよく耳にします。
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全国や県内では明らかな増加傾向です。新型コロ
ナ、重症化を防ぐワクチンはありますが、治療薬は
ありません。基本ルール、3 密を避けたり、マスク
したりして、自己防衛に努めてください。

米山記念奨学生

魏

藍天

様

●幹事報告
◎国際ロータリー第
2630 地区ガバナー事務
所より
・クラブ研修リーダー
セミナー開催のお知らせ
日時：8 月 27 日（土）
12：30～14：40
会場：岐阜グランド
ホテル
登録料：6,000 円
要請者：クラブ研修リーダー
・ロータリー100 周年 ビジョンレポート 2020
新 URL とパスワード
〇ロータリー米山記念奨学会より
ハイライトよねやま 268
〇高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
8 月 4 日（木）18：30～納涼例会
ホテルアソシア高山リゾート
8 月 11 日（金）法定休日により休会
〇下呂ロータリークラブより
・例会取消し及び休会について
7/26 から 8/30 まで休会
〇高山西ロータリークラブより
・高山 3RC 合同ガバナー公式訪問例会について
日時：9 月 30 日（金）12：30～
会場：高山グリーンホテル
＜活動計画書＞
・平塚湘南 RC ・下呂 RC ・高山西 RC
・可児 RC ・高山 RC
＜会報＞
・下呂 RC

●役員就任挨拶

会長エレクト

岩本

正樹

皆さん
こんにちは
今年度会長エレ
クトを務めさせ
て頂きます岩本
です。
新年度早々また
コロナに世の中
が翻弄されてお
ります。私も先日感染してしまいました。しかし、
症状は一通り出たものの弱毒化したとされる現在
のコロナは、もはやその辺の風邪程度の病気にな
ったなと実感致しました。報道も全国の感染者の
95％以上が私と同程度かそれ以下の症状と伝えて
いました。批判を恐れずに言わせていただければ、
そろそろこれからは勇気を持って社会経済活動を
優先して、バリバリ働き色んな活動を再開してい
く時期に来ているのではないかと私は思うのです
が…そんな中で、この１年は中田会長を支えて活
動し、また次年度に向け何ができるかを考える一
年としていきたいと思っています。
それとクラブの会員数が少し減少傾向にあります。
会員数がこのまま減少していきますと今迄通りの
事業を継続出来なくなる場合もございます。この
様な事にならない為にも、前越増強委員長と協力
して中田年度で増加傾向に戻し中央クラブがハイ
レベルで安定した活動を維持できるようなクラブ
にしていきたいと思いますので、皆様方、ご協力の
程宜しくお願い申し上げます。
以上です。ありがとうございました。

副会長

堀口

裕之

今年度副会長を仰せ
つかりました堀口裕
之です。１年間宜し
くお願い致します。
副会長でありますの
で中田会長の補佐を
しながら次年度以降
会長エレクトそして
会長となれるように
沢山の学びを得たいと思っています。コロナによ
る難しい例会プログラムが求められておりますが
少しでも会員皆様の元気の源となるようなクラブ
運営に努めてまいりますので、どうか宜しくお願
い致します。
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●クラブアッセンブリー

会員基盤維持増強グループ担当理事
前越

クラブ管理・奉仕グループ担当理事
井ノ下

雄志

クラブ管理・奉仕グル
ープの担当させていた
だきます井ノ下です。
我々のグループは、大
きく 4 つに分かれてお
ります。
先ず「高山中央未来委
員会」に大原委員長、
「親睦活動委員会、友
好クラブ交流委員会」に伊藤委員長、
「会報／雑誌
委員会」に西委員長、「出席／プログラム委員会、
ニコニコ委員会」に小出委員長となっております。
今年度の方針は、基本一人一委員会となっていて
各委員会の人数は少ないですがグループ内で協力
しながら例会活動に取り組んでいけたらと思いま
す。またグループ名の通りクラブ運営の管理が主
流になりますが、クラブ内の親睦が更に深まるよ
うに例会を通して企画をしていきたいと思います。
今後のコロナウィルス感染状況が心配ですが、先
ずは来週 8 月 1 日に納涼例会を開催しますので会
員の皆さまのご参加をよろしくお願いします。

職業奉仕グループ担当理事

三枝

祥一

基本方針：職業奉仕委
員会及び研修委員会と
連携を取り活動する

路子

公共イメージ/IT 委員会
と 会 員 増強 委員 会 で連
携 を 取 り会 員増 強 に努
めます。

会員増強/会員選考/職業分類委員会
委員長：前越

路子

委員：高殿 尚・中田 一男・久々野 國良
地区の目標は、女性会員 1 名を含む会員増強とオ
ープン例会の開催です。例会の担当が 3 回あるの
で、最初は地区からお越しいただき、目標について
の説明をいただきます。次の例会でオープン例会
に誘いたい方々を相談していただき、次の例会を
オープンとするような段取りを取りたいと思って
います。

公共イメージ/IT 委員会
委員長

高橋

厚生

委員 水口 邦博 住 祐治
当クラブの活動を地域社会に広め、イメージ向上
及び認知度アップをはかる。オンライン等を活用
した例会への取り組みを促進し、新しいクラブ運
営を検討する。最初の例会は、Zoom 画面の説明等
でオンライン例会が、スムーズにできるようにそ
のルールや使い方の検討をします。次の例会では、
コロナ禍の中での例会の在り方を検討することを
したいと思います。

奉仕プロジェクトグループ担当理事
職業奉仕委員会

委員長

三枝

祥一

委員：渡辺 甚一・海老沢 玲子
予算 10,000 円（講師費用）
基本方針：ロータリーオリジナルの職業奉仕とは
何か、その奉仕の相手を再確認する（国際ロータリ
ーではやや軽んじられている？職業奉仕について
ロータリーの基本理念の再認識、再確認を勉強し
ていきます）

研修委員会

委員長

田中

雅昭

委員：高原 清人・松之木 映一・坂之上 健一
予算 100,000 円（IDM 開催費 2 回分）
基本方針：①元気で活力あるクラブづくりを目標
に、より多くのロータリー情報を提供し関心をも
ってもらえるよう努める。
②新しい会員と現会員の交流が図れるよう、研修
の場を設けクラブの活性化に努める。

山本

辰男

基本方針として社会奉
仕・国際奉仕委員会と
ロータリー財団委員会
と連携し、地域社会の
発展と地域の子供たち
に世界を知ってもら
う。
活動計画として今年も
地区補助金を使わせて
いただける事になりました。奉仕プロジェクトグ
ループの合同事業として、市内在住の小学生に高
山図書館において「アジアの子供に絵本を届ける
運動」を通し国際理解と福祉の学習事業を行う。
（8
月 20 日）また、メンバーにも体験していただく。
はじめは、小学生と一緒に絵本作りを予定してい
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たが、密を避けるため別々で行います。
（8 月 22 日）
社会奉仕については、移動例会として飛騨慈光会
を訪問してお話を聞く。
国際奉仕委員会は、講師例会を行います。ロータリ
ー財団委員会は、財団の理念や活動を理解してい
ただき、寄付金を協力していただく。

青少年奉仕グループ担当理事

益田

大輔

＜ニコニコ BOX＞
前回の例会、初委員会の仕事を欠席してしま
いすいませんでした。本年度、ニコニコ委員長
ですので、率先してニコニコ奉仕致します。
皆様もどしどしニコニコヘよろしくお願い
致します。
小出 貴博
妻の誕生日にお花をありがとうございました。
今日は早退します。
鶯塚 英雄

青少年奉仕/インターアクト委員会
および米山記念奨学委員会
元気ですか!?精神的に。青少年奉仕グループでは
青少年奉仕としての出前講座の実施、インターア
クトの講師例会を行います。継続事業である出前
講座を通じ、地域の青少年の未来に貢献します。地
域の青少年が将来この地域を愛し支える人財へと
成長し、地域を越えて活躍できるインターアクト
の活動支援/出前講座を目指します。また、米山記
念奨学生を受け入れ、毎月 1 回例会に出席頂く予
定です。会員と交流を図り、ロータリーの理解を深
める機会を創出します。
1 年間宜しくお願いします。

