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＜本日のプログラム＞

祥一

2008〜2009 年中間クラブアッセンブリー
クラブ奉仕委員長
山本 辰男
私たちクラブ奉仕委員会並びにそれに伴う委員会はメ

会員の堀之内由雄さんが 1 月 24 日にお亡くなりになりま

ンバーに対し有益で役に立つ情報・また懇親を深める時

した。慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

間・また家族を含めた交流の輪が広がる例会をと今年は心
がけて進めて来ました。

今話題になっています、定額給付金は１人につき 12,000

8 月 11 日の納涼例会では道下親睦委員会を中心に新睦

円、総額で 2 兆円のお金を世帯主の口座へ振り込む予定に

委員会によります高山美術館のビアガーデンでの懇親会

なっていますが、さまざまな問題も出てきております。

を開催しました。

住民票の無い、いわゆるネット難民の人達への配布方法、
又、住所はしっかりしていますが、死刑囚にも出すのか、
各自治体に任せられる予定の高額所得者の問題、自治体に
よっては現金だと貯蓄に回る可能性があるのでプレミア
付の買い物券で配りたいとしているところもあり、決定し
た後も大変であると思います。

9 月 8 日のクラブ奉仕委員会担当の例会ではこの春から
改定になった健康保険についてメタボ対策について高山
市健康保険課の神谷民代さんにお話をしていただきまし
た。
12 月 8 日の出席ニコニコ委員会担当の例会では新宮委
員長のたくさんの出席とニコニコはメンバーの健康から
の思いから菜食整腸健康法

腸セラピストの谷口典代さ

又、あまり知れてはいませんが、それと同時に育児一時給

んに食事や腸のお話そして腸のマッサージについてお話

付金があります。

をしていただきました。

対象者は、少し難しいのですが 18 歳未満の子どもがあり、

12 月 22 日にはプログラム委員会担当のクリスマス例会

第 2 子以上が 3 歳から 5 歳の子どもに対して、
１人 36,000

でした。今井委員長のもと更に新曲を（クリスマスソング）

円のお金を給付するというものです。

加えバージョンアップしたセブンスターの凱旋演奏また

良し悪しの判断は、ここでは避けるといたしまして、なる

奥様たちのコーラスありで楽しい家族例会でした。

べく早く決定して少しでも景気の刺激になれば良いと思

１月 10 日新年例会を銀水庵にて行いました。今年は久
しぶりのメンバーだけによる懇親会で胸襟を開き膝をつ

っております。

めての懇親が図られました。

＜幹事報告＞

幹事

足立

常孝

◎ＲＩ本部より
・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナーより
・2010〜2011 年度ロータリー財団
国際親善奨学生・世界平和フェロー募集のお知らせ
・第 100 回バーミンガム国際大会ご参加のお願い
・アフリカ（マラウイ）に蚊帳をおくるための募金につい
て

1 月 19 日は会報委員会（津田委員長）担当での例会で、
子供会育成副会長の大田登さんをお招きしての講師例会
をおこないました。危険予知トレーニング（ＫＹＴ）話を
聞かせていただきました。なお今年から会報誌はペーパー
レス化に取り組みホームページで見られるようになりま
した。
また幹事が強く望んでいます１００パーセント例会や
考える会提言の夜例会なども考えていますのでどうぞよ
ろしくお願いします。
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職業奉仕委員会の上期活動報告
商業奉仕委員長
和田

「水」と「ポリオ」に焦点を絞って取り組んでおります。

良博

10 月 27 日に当会場に於きましてインターンシップ受け

8/25「なんや

水の話か！」をテーマに、アルコ工業でさ

く井等に携わっておられる、直井幹夫様を講師に迎え例会

入れ企業事例発表会ということで、当クラブ員アダチ石油、

を開催しました。

足立幹事と駿河屋の溝際さんにお願いを致し発表を頂き

その時の卓話が、ロータリーの友 12 月号の卓話の泉に掲

ました。

載されました。
今後の事業としては、3/30 すばらしい講師をお招きし、

職業奉仕委員会の下期活動予定は 5 月 11 日に職場訪問

「ポリオ」についての例会を予定しております。
今一つはお願いになりますが、「飛騨慈光会」後援会へ

例会を開催予定です。
何処を訪問させて頂くかはまだ検討しておりませんの

の援助をお願いしたいと思っております。現在中央 RC か

で、このクラブ内で是非訪問してとの要望がありましたら、

ら多くの皆様に協力頂いておりますが、その継続と新規ご
協力をお願い申し上げます。資料等揃いましたら改めてお

ご連絡お願いいたしたいと思います。

願いしたいと思っております。

中間クラブアッセンブリー
社会奉仕委員長

国際奉仕委員長
高原

清人

田中

雅昭

上期の活動内容においては 4 月に飛騨高山国際協力会
通常総会出席同じく 4 月に地区協議会出席致しました。又
9 月にはインターシティーミーティングに出席し青少年
交換委員会分科会にて国際青少年交換プログラムの歴史
と概要について勉強いたしました。
（1926 年フランスと北
アフリカのある国の間で青少年交換プログラムは世界中
に広がったそうです。又 2630 地区においては 1967 年（41
年後）に各務原 RC をスポンサーにして、オーストラリア
第 260 地区ボーデザートへ派遣されました。その後は毎年
30 から 35 人もの青少年交換があったそうですがバブル崩
壊後は 8 から 10 人程度に減少しているそうです。
）

○社会奉仕委員会として２つの委員会も担当しておりま
す。
・環境保全委員会

坂之上委員長

テーマ：子供たちの未来のために「止めよう地球温暖化」
9/22

「CO2 削減運動」をテーマに例会を持たれました。

特質すべきは、委員長自らが勉強したことに基づき卓話を
されたことであります。委員長としての前向きな取り組み
を感じました。
今後の事業としては、3/9「エコ企業訪問」と題し、エコ
事業を実際に取り組んで見える企業訪問を計画して見え
ます。

下期の活動予定と致しましては 2 月 16 日の例会におい
て国際交流委員の張麗花さん（雲南大学外国語学院に日本
語学部準教授）に「国際間の親善と平和を推進する」の基

・新世代・青少年委員会

渡辺委員長

本方針に沿って日本史における天皇制についての卓話を

テーマ：青少年の健全育成の一助となる活動を推進する。

予定しております。又 6 月 1 日の例会ではまだ未定ではあ

10/31

りますが国府町広瀬在住の丸山さんに卓話をお願いする

桑山紀彦さんの「紛争・貧困の子供の映像コンサ

ート」を高山西ＲＣと合同で開催されました。

予定です。丸山さんはインドの貧しい人たちに陶器を作る

9/1

技術を身につける活動をしてみえますので是非とも依頼

テーマに基づき、
「教育現場の声を聞こう」と言うこ

とで、高山市教育員会

学校教育課主査

佐藤義晃様をお

したいと思っています。

迎えし、例会を持たれました。今後の事業としては、3/23
「少年非行の概況」をテーマに、高山警察署の方をお迎え
し、例会を計画して見えます。

また最近ポリオ撲滅の話題が少ないようですが決して
撲滅したわけでもなく、常に関心事として注目されていな
ければならないと思います。2008 年、地震やサイクロン

・社会奉仕委員会

高原清人

テーマ：「グローバルな視点を考え、ローカルに活動！」

等の大規模な自然災害によって世界で 750 万人以上が被
災しました。一方貧困によって、毎年世界の幼い子供たち
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はおよそ 920 万人 3 秒に 1 人の割合で命を落としているそ
うです。（私の 6 分間の話中には単純に計算しても 120 人

追伸

もの子供が亡くなっているのです）彼らの思いは学校に行

ロータリー財団・米山奨学委員会においては 10 月 6 日

って勉強がしたい。又将来の夢は必ずあるはずです。しか

「米山月間」に伴い米山奨学への寄付のご協力をいただき

し彼らはそれのゆめさえも忘れて、今そのときを生きるた

ありがとうございました。

めだけの試練と日々直面しているのです。国際奉仕委員と

11 月 10 日の 2 回の例会を行っております。ガバナーノ

して役割を忘れることなく今後もさまざまな面から支援

ミニーロータリー財団アドバイザー桑月心様に卓話をい

して行きたいと思います。ありがとうございました。

ただきました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
新しい年を迎え

本日は中間活動報告です。後５ヶ月よ

ろしくお願い致します。

足立

常孝

本日

ポールハリスフェローの栄誉を受けました。何

も気付かないうちにロータリーに「どっぷり」と浸かっ
ているのかと改めて考えました。これも一重に会員様方

来年度の委員長他すべての委員がスムーズに内定しま

のご厚情の賜と感謝致しております。今後とも相変わら

した感謝申し上げます。景気が悪くても内定の取消は致

ずお付き合いの程よろしくお願い致します。

橋本

しませんので安心して下さい。
雪が少なく過しやすいですが

修

高原

２月４日から全国中学

校スキー大会が高山で開催されますので
を祈ります。

適量の降雪
村瀬

昨日

清人

下の娘の社会福祉士の国家試験がありました。

合格を祈願してにこにこへ

三枝

祥一

祐治
今年の２４日市は土曜日と言う事で大変盛況でした。

世の中は不況ですが

今年に入りインフルエンザの患

者さんが増え忙しい思いをしています。今年はＡ型ばか
りですが

店の売り上げは程々でしたが

バザーのうどんは 1000

杯完売！大忙しの一日でした。

新宮

一郎

報道の通りＡソ連型には特効薬タミフルが

４％しか効かなくなりました。Ａ型には香港型もあるの

現在

でそれには有効だそうです。リレンザという粉を吸入す

お客様には大変ご迷惑を掛けております。やはり現金売

る薬が有効ですが

り上げはダウン。 早く作業を終わって欲しいと思って

品切れ状態になっていますが

な

んとかなりそうで安心しています。

おります。
伊藤

です。

欠席いたします。ごめんなさい。ニコニコ罰金
久々野

松之木

映一

正隆
本日

急遽

下二之町は電柱の撤去作業中で一部通行止めで

国良

諸用につき早退させて頂きます。
冨士井

忠男

