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会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
763 回

47 名

42 名

37 名

－

88.10%

前々回
761 回

47 名

42 名

33 名

4名

88.10%

・創立 30 周年記念誌

三枝

・クールビズ対応を 9 月末まで延長します。
但し 9 月 28 日「ＩＭ」はクールビズ対応は無しとし
ます。
○高山西ロータリークラブより
・例会変更・休会のお知らせ
8 月 8 日（金）→9 日（土）18：30～
宝生閣

8 月 15 日（金）休会

祥一

本日は、第 2630 地区濃飛分区ガバナー補佐 長瀬 隆様
を本年度最初にお迎えしての例会です。
予定が立て込んでおりますので、会長の時間は一言お願い
とご報告だけさせていただきます。

「近代桑名のあけぼ」書

○可児ロータリークラブより

納涼浴衣例会

＜会長の時間＞

津田 久嗣

＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事務局

◆会報委員長

「 ひとつの心で 」

定款により

＜高山岊城ライオンズクラブより＞
・会報第 36 号受贈
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・少年の主張岐阜県大会参加のお願い

17 日の木曜日に、高山 RC の桑月心ガバナーノミニー並

日時：8 月 8 日（金）13：00～16：00

びに西野 徹代表幹事予定者より高山 3 クラブの会長幹事

会場：海津市文化センター

が呼ばれ、いよいよ 2 年後に向けて動き出すとのことで、
西クラブ、中央クラブには地区幹事 2 名拠出を含め協力を
宜しくとお願いがありました。

・少年野外活動事業の実施について
日時：8 月 23 日～24 日
場所：国立乗鞍青少年交流の家

西クラブ、中央クラブとも出来得る限り協力させていただ
きますと返答させていただきました。
当クラブの皆様方におかれましては、クラブとして、個人
として今後ご協力依頼がありましたら何卒宜しくお願い

＜活動計画書＞
・可茂ＲＣ ・可児ＲＣ ・加茂東ＲＣ ・高山西ＲＣ
＜受贈誌＞
・可茂ＲＣ

・加茂東ＲＣ

＊岩手・宮城内陸地震災害義援金 ¥31,386 振込みました。

致します。

ご協力ありがとうございました。

＜幹事報告＞

幹事

足立

常孝

◎ＲＩ本部より
・ロータリーワールド紙

＜ゲストスピーチ＞国際ロータリー第 2630 地区
岐阜県濃飛分区ガバナー補佐 長瀬 隆様

・ロータリーアン誌

皆さん今日は。可児クラブの長瀬です。濃飛分区のガバ

◎ガバナー事務所より

ナー補佐をさせていただきます。今年一年間お世話になり

・「ダメ。ゼッタイ。」普及運動のお願い

ますがよろしくお願いします。

・ハイライトよねやま 101

9 月 28 日に濃飛分区のＩＭをシティホテル美濃加茂にて

○ガバナーエレクトより
・ガバナーエレクト事務所開設のご案内
〒516-0037 伊勢市岩淵 1-12-18 村田ビル 202
＊2009.7.1 よりガバナー事務所になります。
○桑名西ロータリークラブより

行います。昨年の高山でのＩＭは歴史と文化を感じる会で
したが、今年は可児の出来る範囲で行います。どうか沢山
のメンバーの出席をお願いします
先月 21 日に高山までどのくらいかなーと思い、仕事を
休み高山まで来ました。自宅から東海環状自動車道可児・
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御嵩インターへ入りアソシアホテルまで 131km、2 時間

が、先月 3 名の退会があり 24 名になりました。しかも会

弱でした。帰りは下呂から中津川へ向かい土岐インターで

長エレクト、現役の地区の副委員長の退会でした。今月の

降り自宅まで 150km でした。北村前ガバナー補佐が濃飛

第一例会で 2 名の入会があり 26 名になりました。可茂地

分区は南北 150km あるといつも言ってみえましたが、実

区各クラブでは入会者がないと泣いてみえますが、メンバ

感として分かりました。

ーが一生懸命会員獲得に動いていないのかなーとの印象

5 月の会長、
幹事会のおり

を受けました。高山西では 2 名の入会予定者がいるとの事
でしたがうらやましいかぎりです。

高山クラブの

私 31 歳の時に毎週木曜日に昼ごはんを食べに来いと言

野畑会長との

われ入会しましたが、どうしてこんな会に入会したんだろ

話で私はフル

うとばかり思っていました。2 回欠席したのが今でも残念

コースの料理

ですが、私より先に入会されたのはチャーターメンバーが

が苦手で食べ

1 名、2 ヶ月前に入会された方が 1 名の 2 名だけで入会順

るんなら食べ

で 3 番目になりました。私の所属している可児歯科医師会

る、飲むんだっ

は入会時には 12 番目でしたが亡くなられた先生があり 7

たら飲むのどちらかしか出来ない。飲んで食べることは出

番目になりました。ところが私の後の入会者は四十数名も

来ないし沢庵 3 切れか梅干 1 個あれば沢山飲めると話を

います。歯科医師会はどんどん増え、ロータリーはどんど

したら、自宅の前に京やという店があるからそこで食事を

ん減り困っています。

と言われました。妻は普段はあまり食べないんですが、そ
の日はバイガイの刺身、天然鮎の塩焼きをシッポだけ残し
全部食べました。先月末の引継ぎ会でその話をしたら皆さ
ん京やをご存知で、三重県のガバナー補佐には岐阜県の人
が知らないとは不思議だといわれました。
昨年のＩＭの前日に花扇に家族で宿泊しました。大変感
じの良い旅館でした。女将さんと話す機会があり、島さん
はご存知ですかと尋ねたら、島耕作の影響なのか 4 年前の

＜クラブアッセンブリー＞
★会員開発委員会 清水 幸平
【基本方針】
職業分類・会員選考、会員増強、ロータリー情報の各
委員長と連携をとり、新人会員の開発及び研修と全会
員の資質向上に務める。
【事業計画】

会長の島さんを強烈に覚えています。幹事の三枝さんは申

1.新入会員のスピーチ（3 月 2 日）

し訳ありませんがあまり記憶がないんです。その女将さん

2.クラブ入会 2 年～5 年の会員スピーチ（3 月 2 日）

が「一物の島さんですか」と言われ暫く考えました。「い

3.上記会員との最終ＩＤＭ開催に協力

ちもつ」は聞いたことがあるんですが「一物」は聞いたこ
とがないんです。暫く考え会社の略称だと分かり「そうで

★会員増強委員会

す」と言ったら「高山の有名人だから私は存じ上げている

【基本方針】

島

良明

が、島さんは私のことはしらないと思います」と言われま

1.会員増強目標 1 名（純増 1 名）。

した。今月 11 日の高山西クラブの訪問の帰りに特急ひだ

2.仲間づくりにいそしむ（高山中央ロータリークラブ

に乗り美濃太田で降りた時、向こうの方でにこやかに笑い
ながら立ち止まってみえる島さんに会いびっくりしまし
た。花扇に戻りますが、仲居さんは千田さんで二階のクラ

の仲間意識をみんなに持ってもらう）。
【事業計画】
・.8 月 4 日例会

2630 地区劔田委員長に講話依頼、

ブというのかラウンジというのか分かりませんが、中村さ
んという女性がみえ、2 時間お客さんが誰もみえなくて遊

意見交換
・地区委員長の講話

んでもらいました。食事の時焼酎の小さなボトルを 3 分の
2 あけ、その中村さんとそれを飲みながらもう 1 本を 3 分

★職業分類・会員選考委員会

の 2 飲んでしまい、部屋へはぜんぜん飲まなかったと言い

【基本方針】

高原

武夫

戻りました。妻の手前無理やり朝食を食べましたが、グリ

職業分類別会員組織は、ロータリーの基本であること

ーンホテルで気持ち悪くなりフロントで薬をもらいまし

を理解し、会員に推薦された人の職業上の事柄、社会

た。懇親会の席で調子が出てきてしっかりといただきまし

的地位、一般的な適格性などを調べ検討し、委員会の

た。
今日が 7 クラブ目の訪問ですが、高山の 3 クラブを足
した人数より他の 5 クラブの人数の方が少ないという状

決定を理事会に報告する。
【事業計画】
推薦された人の職業分類、会員選考の為の会議を行う。

態があります。特に加茂東は 15 人で来月 3 日に地区の拡
大、増強・広報、情報で委員会がありますが、その午前中

★ロータリー情報委員会

剱田

広喜

に 20 人以下の会長、幹事、委員長集合の会議があり該当

ロータリー情報とはロータリーに関する知識ある

地区の補佐として出席します。私の可児クラブは一時 70

いはルールという意味で、必ずしもニュースとは限り

数名の時代がありましたが、4 年前に会長になった時は

ません。広報が対外的であるのと対照的に全く対内的

53 名でした。1 年後、会長が終わった時点で 41 名になり

なものです。

ました。その後どんどん減少し、1 名の入会はありました

教えるにはまず勉強しなくてはなりません。ロータリ
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ーの目的はロータリーアンに綱領を推進してもらう

★ロータリー財団・米山奨学委員会

平林

英一

事です。これを最も効果的・能率的に行う為にクラブ

＜ロータリー財団＞

定款およびクラブ細則があります。定款・クラブ細則

・高山中央ロータリークラブ全員に一人当たり 100

手続き要覧を勉強して、担当例会、ＩＤＭ等で発表し

ドルを達成したい。集める方法して毎月第一例会に
集金表を作成して 1000 円お願いしたい。

て行きたいと思います。

・ポリオ・プラスの寄付は 8 月より毎例会日に 100

★環境保全委員会 坂之上

円寄付をお願いしたい。8 月 4 日は 2 ヶ月分 2000

健一

今、世界中で問題となっている「地球温暖化」につい
て、私たちが出来ることをしていかなくては子供たちの
未来がなくなってしまいます。今、私たちに出来ること

円と 100 円お願いします。
・ポール・ハリス・フェロー表彰促進（各会員の累積
寄付金状況の把握）。
・歴代会長にベネフェクター表彰のお願い（毎月の積

「CO2 削減」具体的に提案したいと思います。

み立てによる 1000 ドル計画 5 年以内貯金して一括

【基本方針】
子供たちの未来のために“止めよう地球温暖化”

寄付）
＜米山奨学金寄付＞

【事業計画】
1.CO2 削減運動

9 月 22 日

排出した CO2 を植林

をする事によって相殺する「カーボ

・各会員の累積状況を把握して積み立て目標を立てる
（9 月までにアンケートをとって実行したい）。

ンオフセット」について説明。
2.講師例会

3月9日

地区環境保全委員長：

新田氏による卓話を予定。

★友好クラブ交流委員会

溝際

清嗣

【基本方針】
友好クラブである、平塚湘南ＲＣと例会の相互訪問を

★新世代・青少年育成委員会

渡辺

修治

行ない、より一層友好を深めていく。

4 月 19 日の地区協議会で地区としては職場体験、
講師派遣の登録クラブ名簿の更新と増強を進めて欲

【事業計画】
高山にて合同例会開催

11 月 22・23 日

しいとのことでした。伊藤さんが地区委員ですので、
何かと指導を受けながら活動したいと思います。
9 月 1 日担当例会の企画書は今日の理事会にかかり
ますが、村瀬さんに紹介頂いた、学校教育課の佐藤主

★ＳＡＡ

岡崎

壮男

・12 名のメンバーで、例会が秩序正しくスムーズに
行われるように、協力しながら会場の監督に当る。

査に教育現場の生の声をお聞かせ願い、当クラブが青

・例会の準備及び片付けは当番制により、準備は 12

少年の健全育成の一助となるためにできることは何

時までに完了し、12 時 15 分までには委員会メンバ

かを探って、活動に結びつけたいと思います。

ー全員集合の上、ビジターの接待並びに会場監督に
当る。
・担当例会は 12 月 8 日に講師例会を予定。

＜ニコニコＢＯＸ＞
一年間大変お世話になります。貴クラブの益々のご発展
を祈念致します。 濃飛分区ガバナー補佐

長瀬

隆様

7 月 15 日初孫が誕生しました。男子昴生(こうせい)と
命名致しました。記念に 7 月 15 日から禁煙中(2 週間)

三枝会長様

足立幹事様

くお願い致します。

ご苦労様です。今年度よろし
高山ＲＣ

早川

です。ご協力お願いします。
高山ＲＣ早川様

雅昭

高山西ＲＣ折茂様のご来訪を歓迎い

たします。7 月 24 日煥章館での｢これからの高山中央Ｒ

本日はよろしくお願い致します。
高山西ＲＣ

田中

宏治様

折茂

謙一様

Ｃを考える会(仮称)｣には三枝会長をはじめ 13 名に出
席して頂きありがとうございました。大変有意義な会

ガバナー補佐長瀬様

高山ＲＣ早川様

高山西ＲＣ折

茂様ようこそ中央クラブへお越し下さいました。

になりました。次回は 8 月 25 日に予定していますので、
全員の方に声を掛けますのでよろしくお願いします。

執行部一同

松之木

映一

長瀬ガバナー補佐様のご来訪、誠にありがとうございま

先日、金沢方面へ行ってきました。1 時間ちょいで行け

す。ご指導の程よろしくお願い致します。また、高山ク

ました。富山より近くて感動しました。

ラブ早川様

新宮

一郎

西クラブ折茂様のご来訪をご歓迎申し上

げます。本日も楽しい例会になりますよう･･･
溝際

三枝会長
清嗣

7 日分)

足立幹事の順風満帆な航海を祈念して(7 月
山本

辰男

