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＜点 鐘＞ 会長 清水 幸平 
＜ソング＞ それでこそロータリー 

 

＜本日のゲスト＞ 

国際ロータリー第 2630 地区 

パストガバナー 服部 芳樹 様 （岐阜 RC） 
 

＜本日のビジター＞ 

高山ＲＣ  桑月  心 様 ガバナー 

 〃    西野  徹 様 地区代表幹事 

 〃    新谷 尚樹 様   地区幹事 

 〃    住  宏夫 様   地区幹事 

 〃    早川 宏治 様  

高山西ＲＣ 伊藤 松寿 様 ガバナー補佐 
 

＜会長の時間＞  会長 清水 幸平 
 

皆さまこんにちは。本日は服部芳樹パストガバナーをお迎

えしての講師例会です。服部先生にはたいへんお忙しい中、

私たちの例会に来ていただき誠にありがとうございまし

た。 

ロータリーについて先生の卓話をしていただけるという

ことで、私たちクラブのメンバーは今日の日を心待ちにし

ておりました。また高山地区の多くの会員にも聴いていた

だこうと考え、僭越ではございますが高山ＲＣの皆様、高

山西 RC の皆様にも案内をさせていただきました。本日は

両クラブから参加していただき感謝申し上げます。 

さて、春分の日も過ぎて日差しも徐々に強くなってきまし

た。かたくりの花も可憐な花を咲かせています。長い冬も

終わりを告げ、飛騨にもいよいよ待ちに待った春の到来で

す。しかし、東日本の震災に遭遇された多くの人たちにと

っては、まだまだ春は遠いところにあるようです。災害に

遭われた多くの皆さまには心からお見舞いを申し上げま

す。 

また、今回の災害の救助や復興にたくさんの人たちが働い

ておられます。消防、警察、自衛隊、行政、医師、看護師、

その他現場で活動しておられる皆さまの骨身を惜しまな

いお働きには頭が下がるばかりです。また、原発に携わっ

ておられる東京電力の社員や関係の皆様方が危険を覚悟

の上で作業をされているのを見ますと、皆さまに「ご苦労

様です」と心から感謝したいと思います。 

一年前の地区協議会において、服部先生から会長の時間の

スピーチについてお話がありました。その中で服部先生は、

「会長は夢を語ろう。そしてその夢にロータリーの光を当

てて」と話されました。 

今日私が語りたい夢、また皆さんが思っておられることは、

やはり被災された人たちが一日も早く救済され、平穏な生

活を回復されることだと思います。そして日本が復興し、

元のように平和で豊かな生活が営まれるようになること

だと思います。ロータリーメンバーは、クラブとしてでき

ることは協力して行い、またロータリアン一人ひとりの力

でできることは率先して実行していきたいと思います。 

最後になりましたが、服部パストガバナーの益々のご活躍

とご健勝をご祈念申し上げ、会長の時間を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

＜幹事報告＞     幹事 大保木 正博 
 

◎国際ロータリー第 2630地区 ガバナーより 

・東日本大震災被災地に対する 

第 2回目の義援金について 

・ロータリーレートのお知らせ 

4月 1日より１ドル＝80円 

◎（財）米山梅吉記念館より 

・館報 Ｎｏ17 

○下呂ロータリークラブより 

・創立 50周年記念式典出席のお礼 

○高山西ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

4月 8日（金）12：30～ 職場訪問例会  

（株）日立情映テック 

4月 15日（金）休会 定款により 

◆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 久々野 国良 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

875 回 
48 名 47 名 44 名 － 91.49% 

前々回 

873 回 
48 名 47 名 40 名 1 名 87.23% 

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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4月 29日（金）休会 法定休日 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

・平成 23年度飛騨高山国際協会実務者連絡会議の 

開催について 

   日時：4月 8日（金）10：00～ 

   会場：高山市役所 4階会議室 

 

＜本日のプログラム＞ 

出席/プログラム委員会   新井 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席・プログラム委員会担当の講師をお招きしての本日の

例会、今回は、第 2630 地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ服部芳樹先生にお

願いを申し上げました。 

皆様方すでにご存知の方もたくさんいらっしゃいますが

改めてご紹介させて頂きます。 

先生は、県立医科大学医学部をご卒業されその後医学博士

学位を授与され、1970 年には服部耳鼻咽喉科院長になら

れました。 

その後ｱﾚﾙｷﾞｰ科・放射線科を開設され、2003 年には睡眠

呼吸障害ｾﾝﾀｰも開設されました。 

ロータリーの活動歴ですが、1974 年に岐阜ロータリーク

ラブにご入会され 1996年に第 62代会長となられました。

2002 年には第 2630地区ガバナーを務められました。 

その後、地区役員を重ねられる中 2007 年からは 2009年に

かけて RI 会員組織地域コーディネーターになられ、2008

年には RI 会長代理として台北における地区大会にご出席、

同年 7月には RI会長主催会議実行委員会委員に、又 2009

年には全国会員増強セミナー・リーダーとして その他に

も数々の要職をこなされておられます。 

現在、地区の諮問委員そして広報・情報委員会のカウンセ

ラーとしてご活躍されてます。 

本日は IM のあり方等ロータリー全般についてご講演賜り

ます。宜しくお願い致します。 

 

＜卓 話＞ 

国際ロータリー第 2630 地区パストガバナー 

岐阜ロータリークラブ   服部 芳樹 様 
 

貴クラブは、剱田広喜ガバナー補佐の主管で、濃飛分区

IM をホストされます由。剱田元地区拡大増強委員会とし

てのご要請により、M&Mのテーマで卓話を聞いて戴きます。

それを IM の基調講演として、その後テーブルディスカッ

ションを行われるご予定とうかがっております。 

Member get Member の「よき会員とは」、それを私なりに

描いてみました。本日パワーポイント・プレゼンテーショ

ンを行うと共に、資料を配布いたしますのでご高覧下さっ

てご検討頂ければ幸いです。 
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＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

本日は卓話にお招き頂きありがとうございます。 

岐阜ＲＣ 服部芳樹パストガバナー 様 
 

服部先生、今日はよろしくお願いします。 

高山ＲＣ 桑月心ガバナー 様 
 

国際ロータリー第 2630 地区の地区諮問委員服部芳樹パス

トガバナーのご来高を心より歓迎申し上げます。今後とも

ご指導を宜しくお願い致します。 

高山西ＲＣ 伊藤松寿ガバナー補佐 様 
 

服部先生、本日は宜しくお願いします。 

高山ＲＣ 西野 徹 様 
 

本日は、服部パストガバナーの卓話がお聞きできるとの事

で出席させて頂きました。卓話を楽しみにしています。 

高山 RC 早川 宏治 様 

住 宏夫 様 

新谷 尚樹 様 
 

服部芳樹パストガバナーのご来訪を心より歓迎申し上げ

ます。 

桑月ガバナー様、西野地区代表幹事様、伊藤ガバナー補佐

様、新谷地区幹事様、住地区幹事様、高山ＲＣ早川宏治様

のご来訪を歓迎申し上げます。 

理事 役員一同 

 

 

 

 
 

マンサク・カタクリの開花の便りが入りました。飛騨にも

春の暖かい季節がやってまいりました。本日は、服部芳樹

パストガバナーには遠いところを来て頂きありがとうご

ざいます。                清水 幸平 
 

本日は遠路、高山中央ロータリークラブへご来訪下さりあ

りがとうございます。ご指導をよろしくお願い申し上げま

す。                   劔田 広喜 
 

国際ロータリー第 2630 地区パストガバナー服部芳樹様、

本日のご講演宜しくお願致します。高山ＲＣ 桑月様はじ

めビジターの皆様方 ご歓迎申し上げます。 

新井 信秀 久々野 国良 松之木 映一 
 

先日は妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございま

した。                  永家 将嗣 
 

本日、社会福祉協議会評議員会議長のため、誠に申し訳あ

りませんが早退させていただきます。    三枝 祥一 
 

皆々様のお心づかいに感謝してニコニコへ。 津田 久嗣 


