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＜点 鐘＞ 会長 橋本 修 

＜ソング＞ 我等の生業 

 

＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第２６３０地区 

ロータリー財団学友委員 

小森 丈一 様(高山西ＲＣ) 

 

＜会長の時間＞     

会長 橋本 修 
 

ゲストの小森様には記念すべき第一回の夜例会に、ご多忙

の所お越しいただきましてありがとうございます。中央ク

ラブの設立時からご指導賜り、ロータリーの生字引と言わ

れております大先輩に来ていただきました事は何かのご

縁かと思います。本日はよろしくお願いいたします。一昨

日ジャイアンツファンの皆様方は、うまい酒が飲めたので

はとお察し申し上げます。１９６５年から７３年まで読売

ジャイアンツは日本シリーズ九連覇を果たしました。現在

の様にリーグ優勝しなくても日本シリーズに出場できる

クライマックスシリーズがある時代と違い九年連続で「日

本一」の座を勝ち取れたのは他を寄せ付けない強さがあっ

たからだろうと思います。その偉業を成し遂げた監督は川

上哲治さんでした。監督が言われたのは、「組織の盛衰は

９９％トップの責任」と断言され、監督が油断すればチー

ムにすきが生まれ、試合を落とす。企業経営も全く同じで

はないかとの事でした。仕事のプロに徹するのはあたり前

とは言え、大変な事です。仕事はいやいややっていると、

益々つらくなるものです。遊びでも何でも勝つ事への執念

を持って望みたいと思います。勝負の最後を分けるのは知

識や技術や運ではなく執念の源となる「根性と情熱」では

ないでしょうか。（古いのかな？） 

あらためてトップの指導力が問われ、その結果称賛される

という事が明らかにされた事がスポーツ紙の見出しでは

ないでしょうか。＜巨人軍優勝＞＜読売ジャイアンツ日本

一＞とは書いてありませんでした。＜原Ｇ３年越しの頂点

＞＜原、若大将から世界一の指導者へ＞＜日本一原Ｇ＞な

どです。よくも悪くもＴＯＰの考え方次第という事になろ

うかと思います。先日も小松親分に聞いた話ですが、落合

監督に刃向かった選手が、冷や飯を食わされたとの事。楽

天の活躍選手の鉄平はリーディングヒッター、山崎武はホ

ームラン王でしたし、ソフトバンクの田上しかり、他チー

ムでの活躍は本人の努力もあろうかと思いますが、働く場

を見出したという感じではないでしょうか。どんな社会に

しろ、人間と人間ですから、好き嫌いはありますが、プロ

野球８０人というチームを会社として見ると、色々な面が

見えてきて、勉強になります。今後とも注目したいと思い

ます。 

さて、１１／３（文化の日）は、Ｓさんのホールインワン

コンペがあり、昨日は“はぐるま会”がございました。３

日は雪の中でしたが、昨日はゴルフ日和でよかったですね。 

Ｓさんのコンペには中央からも多くの仲間が参加されま

した。又、飛び賞などの賞品をゲットされた方が、数多く

みえました。心よりお祝い申し上げます。おめでとうござ

いました。先週、松之木さんにおめでとうございますと話

しましたら、大変よい反応がございました。期待したいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長  橋本 修   ◆幹事  岩垣津 亘   ◆会報委員長  長瀬 栄二郎   ◆会報担当 下田 徳彦 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本 日

816 回
50 名 45 名 32 名 － 71.11%

前々回

814 回
50 名 45 名 36 名 6 名 93.33%

創立 1991 年 5 月 20 日 

◇事務局  高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇例会場  ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日  毎週月曜日 PM12：30～ 

◇ホームページ  http://www.takayamacrc.jp/ 

WEEKLY REPORT 
Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 
2009～2010 年度 高山中央 RC 会長テーマ 「 聞・思・修 」 

＜出席報告＞ 
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＜幹事報告＞ 幹事 岩垣津 亘 

 
◎ＲＩ本部より 

・ロータリーアン誌 

・ロータリーワールド紙 

◎ 2008～2009 年度国際ロータリー第 2630 地区 

ガバナー事務所より 

・地区記録誌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<本日のプログラム> 

ロータリー財団委員会  津田久嗣委員長 

 

<卓話> 

地区ロータリー財団 学友委員 

            小森 丈一 様 

1）昨年実績   

一人当たり年次寄付 

高山中央 RC 87.23$ 指定寄付 311.11$ 

高山 RC 84.84$  0$ 

高山西 RC 185.68$ 指定寄付 357.14$ 

濃飛分区 104.26$ 

2630 地区 98.18$ 

 

2）DDF の地区補助金使用のお勧め 

 １クラブ 年１回  3000$まで 

 使用対象は人道的プログラム 

◎障害者施設 養護施設 に AED 車椅子 洗濯機  

乾燥機 掃除機 TV 等 

◎公園に公衆便所 ベンチ 植樹 花壇  

（公衆便所の修理 改築は不可） 

◎飛騨慈光会への支援 AED 洗濯機 乾燥機 TV  

ソファー 掃除機等 

 

3）07 年 11 月 ゲイツ財団はポリオ撲滅の為、１億＄を R

財団に寄付。R 財団は同額を３年掛け寄付に同意。世

界には３万３千のクラブが有るので、１クラブ 3000

＄を出す事になった。2630 地区では既に DDF から 24

万＄を出しました。 

4）今年１月国際協議会に於いて、ゲイツ財団は更に２億

５５００万＄を追加寄付すると発表。R財団は２０１２年

6月 30 日までの追加の１億＄を集める事に同意した。 

この件については来年２月２８日（日）クラブ会長、

財団委員長の会合を開催協議の予定。 

 

5）R カードの入会のお勧め 

 

 

 

昨年のロータリーのテーマは「夢をかたちに」でした。 

「おじさん達はどうしてロータリークラブに入ったので

すか？ 

おじさん達はロータリークラブで何をするつもりです

か？ 

ロータリーの夢はどんな夢ですか？ 

それをどの様にして形にするのですか？ 

僕たちは皆がハッピーになる為に、汗を流しました。涙を

流しました。 

皆がハッピーになる事はとっても楽しい事です。 

僕も大きくなったら、ロータリークラブに入って皆がハッ

ピーになる為に汗を流したい」と・・・ 

 

 

 

今、世界では毎日３万人もの子供が、５歳になる前に亡く

なっています。 

死ななくても良い命を落としています。 

私達が少し恵まれている事に感謝し、その気持ちを財団箱

に入れて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 816 回 H21･11・9 

 

 

  

 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 何年振りかの訪問です。苦手なスピーチを依頼されまし

たので、出ては参りましたが我慢して聞いて下さい。皆

さんの気持ちと同じで早く終われば良いと思っていま

す。  

ロータリー財団学友委員 小森 丈一 様（高山西ＲＣ） 

 

国際ロータリー第２６３０地区ロータリー財団学友委

員 小森丈一様のご来訪を歓迎申し上げます。本日の講

師よろしくお願いします。また夜例会にもかかわらず、

ありがとうございます。ご指導の程よろしくお願いしま

す。                理事役員一同 

 

国際ロータリー第２６３０地区ロータリー財団学友委

員 小森丈一様のご来訪を歓迎いたします。 

冨士井 忠男 

 

地区大会参加者より会費の余りを、それぞれ金額は違い

ますが、快くニコＢＯＸに納めていただきました。あり

がとうございます。     島 良明・新宮 一郎 

永家 将嗣・橋本 修・岩垣津 亘・清水 幸平 

平林 英一・伊藤 正隆・久々野国良・道下 利一 

大保木正博・水川 巧・周  信夫 

 

昨日、「はぐるま会」がありました。少し納得のいかな

いスコアーでしたが運が良く優勝できましたのでニコ

ニコへ。               島  良明 

 

Ｓさんの「ホールインワンコンペ」にて 60 位還暦賞で

洗濯機が当たりました。皆さんのおかげです。ありがと

うございました。           岩垣津 亘 

 

今日は同時刻に薬剤師会がありすぐに失礼します。12

日のＩＤＭ参加の皆さんよろしくお願いします。 

伊藤 正隆 

 

今日は歯科医師会の常会が重なっていますので食事を

して退散という失礼をお許し下さい。昨日はハーフ 41

で持ち堪え今日こそ打倒島さんと思いましたが意気込

みが空回りして見事ＢＢを取りましたのでニコニコへ。 

高木 純 

 


