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●点 鐘 
●ロータリーソング 
         それでこそロータリー 
●四つのテスト 
●ビジター・ゲストの紹介 
 米山記念奨学生     魏 藍天 様 
●会長の時間       会長 中田 学 
こんにちは！ 

会長の時間です。 

早いもので、12月、2022年

も残り 1 か月となりまし

た。今月のロータリーは、

「疾病予防と治療月間」で

す。2014 年 10 月に、RI 理

事会が、12月を、重点分野

である「疾病予防と治療月間」としました。この目

的は、疾病の原因と影響を減らすための活動と研修

の支援、ということですが、これにあわせて、ロー

タリー財団は、ロータリアンが、疾病を予防し、健

康を促進するのを支援しています。 

ロータリーの支援としては、５つの形があって、 

1. 地元の医療従事者の能力向上への支援。 

2. 伝染病の伝播を食い止め、非伝染病の発生とそ

れによる合併症を減らすための疾病予防プログラ

ムの推進への支援。 

3. 地域社会の医療インフラの改善への支援。 

4. 疾病の蔓延を防止するための、地域社会の人々

の教育と動員への支援。 

5. 疾病または、けがによって引き起こされる身体

障害の予防への支援。ということだそうです。 

そして、ロータリー財団が認める、より具体的な支

援活動としては、４つあって、1 つは. 「伝染病の

予防と管理」で、皆さんご存じのポリオ・プラスと

いうことです。2つ目は.「蚊やほかの媒介生物（病

原体を媒介する生物）を通じて感染する疾病」への

対応、これは蚊帳の配布とか、水回りなど衛生環境

を整える手助けなどがあたります。3つ目は.「非伝

染病の予防と管理」で、慢性病の発生と流行を減ら

すための、地域社会の人々への教育とか、保健介入

プログラムを導入させることだそうです。4 つ目の

「その他の活動」としては、「疾病予防と治療」に関

連する大学院課程で学ぶための奨学金などがあげ

られるようです。人材育成です。 

ロータリーの代表的な「疾病予防と治療」への支援

といえば、やはり、なんといっても、ポリオ・プラ

スということになりますが、それに加えて、例えば、

ガーナでは、他団体と協力して国内全人口の 80％以

上にきれいな水を提供し、ギニア虫感染症を予防す

るとか、リベリアでは、HIVの母子感染を 95％減ら

すことをめざして、妊娠初期の女性たちへの HIV検

査を支援しているとか、ボリビアでの水頭症プロジ

ェクト。ホンジュラスでは、安全な出産で母子を守

る活動をされています。あと、熱帯地域でのマラリ

ア撲滅活動や、先進国でのアルツハイマー病への取

り組み事例など多種多様にあるそうです。専門では

ないので、取ってつけたような、大変ざっくりした

話になりましたが、日本とくらべて、世界各地には、

まだまだ解決が必要ないろいろな課題があること、

そして、私たちはロータリアンとして、その課題に

対して、何ができるのか、そんなことを考えながら、

１２月「疾病予防と治療月間」をお過ごしいただけ

ればと思います。 

本日の例会は、総会ということになりますが、本年

度も、早いもので折り返し地点にきました。年度当

初「イマジンからアクション、止まった時間を動か

そう」というテーマを掲げさせていただきました。

高山市内、コロナ、ピリッとはしませんが、コロナ

などで立ち止まってはいられません。あと半年、6月

末まで、どんどん動いていきたいと思っております

ので、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 西 美紀 

 

 会員数 出席会員 出席数 Make-up 出席率 

本日 

1307 回 

54 名 54 名 46 名 ----- 85.19％ 

前々回 

1305 回 
54 名 54 名 44 名 1 名 83.33％ 

 

高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

＜出席報告＞ 

 

2022～2023 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

イマジン ⇒ アクション  ～止まった時間を動かそう！～ 

 

WEEKLY REPORT 



 

第 1307 回 R04･12・5 
 

 

●幹事報告 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

  ・財団室ニュース 

○ロータリーの友委員会より 

  ・「2021-22年度事業報告」 

 

＊社会福祉法人 飛騨慈光会様より感謝状を頂き

ました。 

 

●総会 

次年度役員理事が承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●＜中間報告＞ 
会計            熊﨑 元康 
中間会計報告をしました。 

 

 

 

 

 

 

会場監督          今井 哲也 
皆さん、こんにちは。今年

度、会場監督を仰せつかっ

ています。当初は 3グルー

プ体制で臨みましたが、や

はり集まりが悪く、途中か

ら従来通りの体制にさせ

て頂いております。上半

期、メンバーの皆様、ご協

力ありがとうございました。特に問題なくここまで

やらせて頂いております。ありがとうございます。

以上です。 

 

 

 

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、4 つありま

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。「高山中央未来委員会」は、直前会長

の大原委員長を中心に、現会長と幹事、そして今後

会長と幹事予定者の皆さんでより良い高山中央ロ

ータリークラブにしていく為に検討されています。 

「親睦活動委員会、友好クラブ交流委員会」は、８

月の納涼例会は、新型コロナウィルス感染状況の為

に中止になりましたが、１２月１９日に忘年例会、

１月１４日に新年家族例会等の会員の親睦を図る

例会を企画していること、また２月１０日から１泊

２日で友好クラブの平塚湘南ロータリークラブへ

訪問も企画しておりますので、楽しみにして頂くと

有難いです。 

「会報／雑誌委員会」は、９月例会でロータリーの

友について学ぶ機会を作って頂きました。 

最後に「出席／プログラム委員会、ニコニコ委員会」

は、１１月１４日に IM と地区大会参加者に参加し

ての感想を発表していただきました。私も発表予定

ではありましたが、当日コロナ陽性者となってしま

いご迷惑をお掛けしてすいませんでした。 

以上、担当理事より各委員長、委員会の皆さんが頑

張って頂けている報告になります。 

職業奉仕グループ担当理事  三枝 祥一 
職業奉仕委員会 

11月 7日 地区職業奉仕委

員会 北川委員より 

「職業奉仕の相手とは？」

と題して卓話をして頂きま

した 

今後に予定 1月 23日に会

員スピーチ 

田中雅昭委員・中田専太郎

委員・締めに剱田廣喜パストガバナー研修委員会 

11月 17日銀風さんにて IDM開催 

参加者 新入会員 5名・会長・幹事・会長エレクト・

研修委員長・委員 

12月 12日 IDM報告 

今後の予定 

3月下旬 IDM開催 

4月 10日 IDM報告 
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会員基盤維持増強グループ担当理事 

              前越 路子 
会員増強委員会、委員長前

越路子です。委員は、高殿

さん、中田一男さん、久々

野さんがメンバ－です。 

8 月 29 日に第一回担当例

会がありました。地区から

会員増強委員会副委員長、

可児ロ－タリ－クラブの

亀井和彦さんに来ていた

だき、卓話をいただきました。 

その中で、今期女性会員１名を含む会員増強とオー

プン例会の実施を取り組んでほしいとお話があり

ました。今後ですが、1 月の例会に地区からＤＥＩ

推進小委員会に卓話をお願いしてあります。また、

来年４月の担当例会の時にｵ-ﾌﾟﾝ例会を開こうと準

備しています。  

公共イメ－ジＩＴ委員会は、委員長が高橋さん、委

員が水口さん、住さんです。 

９月１２日に講師を招いて、Zoom画面の解説等を行

いました。実際に使っている端末を使用して確認し

ていただきました。これによりオンライン例会に対

する取り組みを進めることを考えています。 

奉仕プロジェクトグループ担当理事 
              山本 辰男 
奉仕プロジェクトグループ

の 3委員会（社会奉仕・国際

奉仕・ロータリー財団）を連

携。 

地域社会の発展と地域の子

供たちに世界を広く知って

もらう為、奉仕プロジェク

トグループの合同事業をし

て、市内在住の小学生に講

師：公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の

平島容子様に高山図書館と絵本を通した国際理解

と社会福祉の学習事業をメンバーと一緒に体験し

て頂く予定でしたが、コロナ禍の中で別々に体験。

子供たちは高山市図書館で 8 月 20 日。会員は 8 月

22 日の例会で行いました。（地区補助金使用の事業

として、絵本を届ける運動、録音再生機、車椅子、

その他） 

ロータリー財団委員会は、10月 3日に地区ロータリ

ー財団部門補助金小委員会地区補助金担当委員の

長岡俊輔様（高山ＲＣ）に「ロータリー財団への理

解と寄付」について卓話を頂きました。社会奉仕委

員会は、11 月 28 日に移動例会として、飛騨慈光会

の新築された「リミエ」を見学し寄付金を渡しまし

た。 

 

青少年奉仕グループ担当理事  益田大輔 

（青少年奉仕／インターアクト委員会・米山

記念奨学委員会） 

青少年奉仕グループの活動

として、１０月２４日に東

山中学校の１年生を対象に

出前講座を行いました。多

数のご参加、講師を担当頂

き感謝申し上げます。生徒

からの感想文をお配りしま

した。次年度以降の参考に

して頂ければ幸いです。 

１０月３０日に益田清風高校にてインターアクト

合同研修会がありました。下呂市の地域おこし協力

隊員、公務員舞妓「まり華」さんが講師をされまし

た。１９７０年代には１５０人ほどいた芸妓が現在

はわずか２人となり、東京から芸大を出て公募でこ

られたとのことです。各種イベントは積極的に参加

されますが、宴席は NG とのことでした。舞妓さん

が公務員となり、公務員なので宴席には出ないとな

ると、果たして舞妓の定義とは！？と考えさせられ

る研修会でした。現場からは以上です。 

 

米山記念奨学生      魏 藍天 様 
皆様、こんにちは、 

あっという間に、今

年がもうすぐ終わ

りです。毎月例会に

来て、皆様からいつ

も優しくしていた

だいて、本当にあり

がとうございます。 

ガバナー月信に載

っている、四日市市

の吉崎海岸の海岸

清掃活動に僕もビ

ジターとして参加

して来ました。これ

からもそういうボランティア活動も社会奉仕も

していきたいと思います。 

まだ早いですが、今度来るのは多分来年だと思う

ので、皆様、良いお年を、また来年もよろしくお

願いします 
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 ＜会員誕生日＞ 

  該当者なし 

 

 ＜夫人誕生日＞ 

  熊﨑 元康   陽子  １２月 １日 

  中田 專太郎  和子  １２月 ９日 

  渡辺 修治   珠恵  １２月１４日 

  下田 徳彦   尚子  １２月１６日 

  住  裕治   かおり １２月１６日 

  大保木 正博  寿美代 １２月２３日 

 

 ＜結婚記念日＞ 

  高殿 尚    Ｈ１５年１２月 ６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、ビジターの大保木正博です。 

 今日、もらったロータリーの友は 3冊でした。休 

 んでばかりいたら知らない方も見えます。 

 間違いなく会員ですのでよろしくお願いします。 

 しかも 100％出席の会員です。  大保木 正博 

 ワールドカップ予選突破 おめでとうございま 

 す。ノーマスクの大声援で日本のコロナ対策もそ 

 ろそろ考えないと、と思いました。 

 本日のクロアチ戦勝利を願って。  葛谷 嘉久 

 ブラボー！！           周 信夫 

 すいません。早退します。    井辺 義直 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコ BOX＞ ＜12月のお祝い＞ 


