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でいう奉仕プロジェクト委員会のプログラムとしても素

島 宗平 様
松之木 崇夫

会長

永井 信次

奉仕であり、社会奉仕であり、青尐年奉仕であります。CLP
晴らしい事業です。永家委員長はこの事業を長期プロジェ

＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
岐阜県濃飛分区ガバナー補佐
伊藤 松寿 様
会員ジュニア
会員ジュニア

◆会報担当

＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日

◇ホームページ

今井 俊治

清水

クトとして続けていきたいと考えています。高山中央ロー
タリークラブの長期計画の中にこの事業を組み込みます。
どうか会員の皆様には機会があれば是非とも出前講座の
講師として参加していただきたいと思います。

様

幸平

昨日の市長選挙によって、新しい高山市長が選ばれまし
た。新市長のもと高山の町が市民にとってより住みやすい
町となるように期待します。
本日は、濃飛分区ガバナー補佐の伊藤松寿様に２回目の
来訪をしていただきました。後ほどご指導いただきたいと
存じます。また、例会後には伊藤ガバナー補佐を交えてク
ラブアッセンブリーが開催されます。各委員長の出席をお
願いいたします。
さて、本日の例会にはメンバーのジュニアがオブザーバ
ー出席しています。島宗平さんと松ノ木崇夫さんです。
「ロ
ータリーの用事だと言って、よく外へ出かけるけど一体何
をしているのかな」「ロータリークラブの例会はどんなこ
とをしているのか、そもそもロータリークラブとは何だろ
うか」と思っているジュニアにも今日はしっかりとロータ
リーを見ていただきたいと思います。そしてロータリーク
ラブを理解したうえで、奉仕を志向する市民としてまた次
の時代を担うリーダーとして育っていただくことを希望
します。また、高山中央ロータリークラブは、ローターア
クト・クラブを提唱することも考えています。ジュニアの
皆さまの参加を期待しています。
さて、本日の例会は 7 月 2 日に国府中に於いて実施され
た「出前講座」の報告です。この出前講座の実践は、職業

＜幹事報告＞

幹事

大保木

正博

◎ＲＩ本部より
・ロータリアン誌 ８月号 ９月号
◎ガバナー事務所より
・ロータリーレートお知らせ
９月１日から１＄＝８６円
・ロータリーカード入会キャンペーンのお知らせ
・クラブ活動の情報提供のお願い
水、ポリオ、識字率向上について
8 月 29 日締切
家族参加の奉仕活動、例会について
9 月 25 日締切
クラブまたは地区での広報活動について
10 月 25 日締切
○ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま１２６号
○名張中央ロータリークラブより
・創立１５周年誌
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＜高山市より＞
・「高山市 デンバー姉妹都市５０年の歩み」記念誌
＜岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞
・人権だよりＮｏ４２
＜（株）オクトンより＞
・会社移転のお知らせ
新住所 〒103-0004
東京都中央区東日本橋 1 丁目 2 番 6 号
ユモトビル５階
＜活動計画書＞
・高山西ＲＣ
・桑名北ＲＣ

社会奉仕委員会

永家 委員長

こんにちは、当委員会では子供たちに将来仕事を持つこと
への夢を持ってもらう事を目的として、出張講座を開催し
ました。
継続事業として、取り組んで参りたいと思います。
今回は、7 月 2 日、国府中学の 2 年生を対象に実施しまし
た。
詳細については、下田委員より報告させて頂きます。

＜本日のプログラム＞
濃飛分区ガバナー補佐

伊藤

松寿

様

2010 年シカゴ規定審議会リポートから（2 点）
【ロータリーの友・6 月号】
①「Ｅクラブが正式に認められる」
賛成 430 反対 85 計 515
Ｅクラブとは、
「電子的な通信手段を通じて会合するロータリークラ
ブ」と定義する。
国際ロータリー細則第 2 条に、
2010.1.Ｅクラブ
理事会は、各Ｅクラブを地区に割り当てるものとする。
1 つの地区に存在するＥクラブは 2 つまでとする。
（日本ロータリーの解釈は、Ｅクラブがどこかの地区
に属さないければならない。
）
※ポール・ハリスが、1905 年 2 月 23 日にシカゴのユニテ
ィービル 711 号室で 3 人の仲間とともに初めての会合を
開いて以来ずっと続いてきた、会員が実際に会うのが例
会という、ロータリーの伝統が大きく変わった瞬間でし
た。

テーマ「夢と仕事」
平成 22 年 7 月 2 日
国府中学校体育館
講師：下田会員 社会奉仕委員会

②「決議 23-34 の第 1 項を奉仕の哲学として使用する
こと」と決議。賛成 444 反対 66 計 510
「社会奉仕に関する 1923 年の声明」とは？
ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であり、
それは利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人のた
めに奉仕したいという感情との間に常に存在する矛
盾を和らげようとするものである。この哲学は奉仕
「超我の奉仕」の哲学であり、これは「最もよく奉仕
るもの、最も多く報いられる」という実践的な論理原
則に基づいている。
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＜ニコニコＢＯＸ＞
本日 2 回目のクラブ訪問ということで例会に出席させて

伊藤松寿ガバナー補佐様のご来訪を歓迎申し上げます。

頂きます。よろしくお願いします。
濃飛分区ガバナー補佐

伊藤

松寿

様

谷腰

康夫

今井

俊治

三枝

祥一 久々野国良

伊藤松寿ガバナー補佐様には、大変お世話になります。本

先週は本当に暑い・熱い・一週間でしたが、昨日よりよう

日はよろしくお願い申し上げます。会員ジュニアの島

やく涼しい秋になろうとしています。先週走り回っておら

平さん、松之木

宗

崇夫さんのご来訪を心から歓迎申し上げ

ます。

世話になります。よろしくお願いします。島

清水 幸平
伊藤ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。島

宗平さん、

正隆

本日の例会を担当させて頂きます。よろしくお願いします。
下田 徳彦

宗平さん、

崇夫さん、本日の参加ありがとうございます。ロ

ータリーとはどんなところかよく見ていって下さい。

松之木

伊藤

役員理事一同

伊藤ガバナー補佐には、例会、クラブアッセンブリーとお
松之木

れた皆様ご苦労様でした。ガバナー補佐もご苦労様です。

昨日の市長選、それぞれお疲れ様でした。我がセブンスタ
ーの皆様、炎天下の中、清見ウットフォーラム出演ご苦労
様でした。お陰で楽しい旅行ができましたので、感謝の気
持ちをニコニコへ。

高木 純

崇夫さんには、オブザーバー出席頂きありがとう

ございます。本日 14 時より高山市小中学校教頭会で講演

ロータリーバンドの皆さん、昨日は早朝より夕方までご苦

を依頼されましたので、担当例会にも関らず早退します。

労様でした。坂之上さん、主催者として松葉杖でよく頑張

お許しください。

りました。お互いに早く治しましょう。新井さん、ピッタ

永家 将嗣

リ当てましたね。選挙評論家殿。

橋本 修

