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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 
＜ソング＞ 我等の生業 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近大きなニュースが続出しています。尖閣諸島沖の中国

漁船の衝突事件とその映像の流出問題。北方領土の問題。

APEC の首脳会議の開催。バレーボール女子世界選手権銅

メダル等々。スー・チーさんの解放も私にとっては大きな

ニュースです。ミャンマーの民主化運動指導者アウン・サ

ン・スー・チーさんが 13 日午後 5 時すぎ、軍事政権によ

る自宅軟禁から約 7年半ぶりに解放されました。ヤンゴン

での自宅軟禁は 1989 年からの 21 年間で、通算約 15 年間

になります。またミャンマーには多数の政治犯が拘束され

ています。軍政の力は今回の総選挙で益々強くなり民主化

は程遠い状況です。我々の周りにはこのような国がまだま

だあります。表現の自由や移動の自由がないということが

どんなに厳しいことか。 

自由という言葉は、自らに由るということです。自分の意

思で行動し、自分の責任を果たしていくということだと思

います。それが保証された社会や国家を維持していく努力

が必要なのでしょう。われわれロータリアンにとって考え

てみますとこの自由が大切であることが分ります。ロータ

リーの活動ができるためには自由が保障されていなけれ

ばできないでしょう。現在ロータリークラブが活発に活動

している国は自由が保障されているのでしょう。我々はロ

ータリーの理想を実現するためにも自由の獲得と維持の

ための努力をしていかなければならないと思います。 

＜幹事報告＞    副幹事 新宮 一郎 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・ロータリー財団寄付について（認証の変更） 
 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更/休会のお知らせ 

・1１月２５日（木）１８：３０～ 高山観光ホテル 

創立５５周年記念紅葉同伴例会のため 

・１２月２３日（木）休会  法定休日 

・１２月３０日（木）→２７日（月） 

 角正 忘年例会のため 
 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

 ・「家族スナップ写真展」及び「家庭の日図画展」 

開催要項 

 ・「家族スナップ写真展」及び「家庭の日図画展」 

会場準備等に付いて 

＜東日観光株式会社＞ 

  ・2011国際ロータリー年次大会参加旅行のご案内 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

クラブ奉仕委員会      足立 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長  清水 幸平   ◆幹事  大保木 正博   ◆会報委員長  今井 俊治   ◆会報担当 松之木 映一 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

859 回 
48 名 47 名 39 名 － 82.98% 

前々回 

857 回 
48 名 47 名 36 名 9 名 95.74% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2010～2011年度 高山中央 RC会長テーマ 

「心をつくし、力を合わせて」 

＜出席報告＞ 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/ 
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＜眠らない例会 30分＞ 
 

【知ってるつもりロータリー編】 

ロータリーの歴史、R1、日本の歴史、2630 地区、濃飛分

区、当クラブについてクイズ方式で原点に戻ってロータリ

ーについて再認識するペーパーテストの例会を足立委員

長が企画しました。会員を、A・B・C・D・Eの 5テーブル

に分け、チームで話し合いながら正解が一番多いチームに

商品を出すということで盛り上がった例会になりました。 

全部で 33 問でしたが、残念ながら全問正解チームはいま

せんでしたが 31問を正解したAチームが表彰されました。 

テストの例題を抜粋して紹介します。皆様は、個人的には

何問正解しましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1905年（明治 38年）2月 23日に、シカゴロータリー 

クラブが、誕生しました。 

この年代、日本では、（イ 日清戦争・ロ 日露戦争・

ハ 日中戦争）の時代？ 

・「ロータリー」と名付けられた由来は、 

 （イ 風車・ロ 歯車・ハ 荷車）ですが、 

・「ロータリー」とは、持ち回りという意味です。 

 何を持ち回るのでしょうか？ 

 （ イ 例会場・ロ 会長・ハ 食事当番） 

・ロータリークラブの発祥の地は？ 

 （イ ニューヨーク・ロ ワシントン・ハ シカゴ） 

・ロータリークラブの創立者は、（ イ ポール・ロ ジ

ョン・ハ ジム）さんと友人 3人で信頼できる公正な情

報交換の場を持ちたいという発想から誕生しました。 

 

・創立者の職業は、（イ 内科医・ロ 建築家・ハ 弁護

士）です。 

・世界各地にロータリークラブは、凡そ（ イ 34,000

クラブ・ロ 44,000 クラブ・ハ 54,000 クラブ）あり

ます。 

・世界の会員数は、（イ 22万人・ロ 122万人・ハ 222

万人）います。 

・今年度の RI世界大会は、来年 5月に、（イ シカゴ・ 

ロ デンバー・ハ ニューオリンズ）で開催されます。 

・昨年度 1年間のロータリー財団の寄付総額は、凡そいく

らか？ 

（イ 1 憶 2 千万ドル・ロ 2 憶 2 千万ドル・ハ 3 憶

２千万ドル）です。 

・第 2630地区は、幾つのクラブでできているか？ 

 （イ 60・ロ 70・ハ 80） 

・80のクラブで会員数は、何人か？ 

 （ イ 3,200・ロ 4,200・ハ 5,200） 
 

・第 2630地区で 09-10年度 1年間で米山寄付総額は、 

何千万円でしょう？ 

 （ イ 3,000万円・ロ 4,000万円・ハ 5,000万） 
 

・第 2630地区は、幾つの分区に分けられていますか？ 

 （イ 8・ロ 12・ハ 16） 

・80 クラブのうち岐阜県には、幾つのクラブがあります

か？ 

 （イ 37・ロ 47・ハ 57） 

・分区で一番会員数が多い地域は、岐阜県西濃分区です

か？ 

 （イ 360名・ロ 390名・ハ 420名）います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

昨日は、中山中学校 50 周年記念事業実行委員会の打ち上

げで金沢へ行って来ました。剱田実行委員長さんには、ご

馳走になりありがとうございました。特に、「ウコンの力」

には助かりました。次回も是非宜しくお願いします。 

  山本 辰男 今井 俊治 谷口 欣也 新宮 一郎 
 

妻の誕生日の花と、結婚記念日のケーキをありがとうござ

いました。                和田 良博 

 

 

 

 

 

誕生日祝いにネクタイを頂きありがとうございました。 

仲谷 政美 
 

旧日の父の葬儀には、多くの皆様方のご参列を賜り誠にあ

りがとうございました。重ねて御礼申し上げます。父が亡

くなる２日前に私の長女に子供が生まれ 3 人目の孫の誕

生でした。悲しい事から嬉しい事まで大変忙しい日々が続

いております。これも世、あれも世、人生色々・・・。 

田中 雅昭 


