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＜本日のプログラム＞クラブアッセンブリー
クラブ奉仕委員会

米澤
清水

久二 様

幸平

皆さんこんにちは。本年度は皆さまにはご協力ありがとう
ございました。
今年度の活動計画を立てるに当たって、本年度も会長賞に
挑戦することを目標にさせていただきました。私は会長賞
を受賞するという結果を出すことも重要ですが、会長賞に
挑戦することにより、クラブが活性化することに意味があ
ると思っています。幸いに本年度の会長賞の内容は広範囲
にわたっており、幅広く全てを網羅していました。その内
容は四大部門全ての委員会に及んでいます。項目によって
は何をしたらいいのか分からないこともありましたので
たいへん苦労しました。しかしそれによってロータリーの
知識を深めることにもなり良かったと思っています。川上
さんにはたいへんご苦労をおかけしたと思います。感謝申
し上げます。ありがとうございました。

足立 委員長

本年度のクラブ奉仕員会が担当する委員会は、親睦活動委
員会・会報委員会・出席プログラム委員会・広報雑誌委員
会・ニコニコ委員会・会員開発委員会の６委員会とクラブ
奉仕員会の７委員会があります。
各委員長さんが有能な方々で、活動計画通り事業を進めら
れております。
担当する６委員会すべてが、例会が終了する迄、仕事の残
る委員会ですので、６月末日まで、よろしくお願い致しま
す。
クラブ奉仕員会は、１１月５日に、担当例会を開催しまし
た。
内容は、テーブル対抗クイズ例会（眠らせない例会）ロー
タリーの歴史や現状をクイズ形式にて設問、正解率の高い
テーブルの会員に賞品を授与させて頂きました。予算２万
円でしたが、商品代に５千円支出して、１万５千円残しま
した。
クラブ奉仕員会の基本方針は、
「当クラブのメンバーが円
滑に活動できるようにサポートする」ですが、
担当する６委員会
親睦活動委員会
高原 清人委員長
会報委員会
今井 委員長
出席・プログラム委員会
新井 委員長
広報・雑誌委員会
水川 委員長
ニコニコ委員会
田中 委員長
会員開発委員会
伊藤 委員長
各委員会の皆様、1 年間ご苦労様でした。
清水会長共々、お礼申しあげます。

今年度の会長賞はクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際
奉仕に分類されており、それぞれが細かく点数制でリスト
アップしてありました。その項目の中から選別して今年度
の委員会活動に取り入れていただきました。委員長さんに
は無理なお願いにもご協力をいただき誠にありがとうご
ざいました。本日と次回の例会はクラブアッセンブリーで
す。それぞれの委員会の活動報告やまとめをよろしくお願
いいたします。
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社会奉仕委員会

永家

委員長

【基本方針】
環境保全委員会 新世代・青少年育成委員会とタッグを組
み地域の子供たちに夢を持ってもらうよう様に働きかけ
る

第 3 回担当例会 1 月 24 日
講師例会 講師 島 宗平 剱田 広喜
会員の企業後継者を例会にお招きをして職業のお話を
お聞きすると共にロータリーの職業奉仕の理念を理解
していただく。
なかなか来て頂けなくて剱田さんには急遽出演を願い
まして感謝します。
第 4 回担当例会 3 月 7 日 講師例会 講師 永家 将嗣
職業を通じて高い倫理基準と公共の価値観を示した企
業を顕彰し講話を聴く。
カンボジアの学校建設その後の支援など職業を通じて
の奉仕活動を具現化して行くお話を聞かせていただき
ました。

2010 年 7 月 2 日 国府中に出向き「出前講座」
2010 年 9 月 29 日 北稜中に出向き「出前講座」
子供たちに夢を持ってもらうために会員による「出前講座」
を行う。
ＲＩ会長賞項目
過去 12 ヶ月間に、地元地域でロータリーの公共イメージ
を改善し、クラブ会員のロータリーに対する誇りを高める
ような社会奉仕プロジェクトの完了 10 点
2010 年 8 月 30 日
会員ジュニアに例会に出席して頂き、ロータリーアクトク
ラブの提唱につなげる。
ＲＩ会長賞項目
現在インターアクトクラブかロータリーアクトクラブを
提唱していますか 5 点
2010 年 11 月 22 日
吉城山ゆり園の訪問
社会福祉法人慈光会の中の知的障がい者授産施設「吉城山
ゆり園」を見学してもらいメンバーに現状を把握してもら
う。

ＳＡＡ

和田

委員長

昨年、同様二組に分かれて当番をお願しました。
また当番長も毎月変わって行う事で実行しました。
予算は 10,000 円でしたが、テーマ幕購入で 8,400 円を使
いました。
概ね目標時間の 12 時には準備完了し、例会に支障なく又
さしたる問題も無く例会が開催できました事、皆様に感謝
し、御礼申し上げます。
ありがとうございました。

2011 年 1 月 24 日
飛騨特別支援学校とのスキー交流会
飛騨特別支援学校中学部の生徒 40 名を対象にスキーやソ
リ雪遊びを体験してもらい、その体験を通して子供たちの
社会参加支援に協力する。

職業奉仕委員会

山本

委員長

【基本方針】
ロータリーの金看板と言われる職業奉仕の理念をメンバ
ーに理解していただき、職業を通じての奉仕を実践を広く
啓発する。
【活動報告】
担当例会を 4 回頂きました。この中で基本方針とＲＩ会長
表彰を取り込んでの活動になりました。
第 1 回担当例会 8 月 23 日
職場訪問例会 メデケア・ガーデン㈱レザミひだ
老人医療介護施設の見学と、職業を通しての奉仕の実
践を理事長折茂謙一氏よりお聞きしました。又、食事
は有機野菜を使った食事を頂きました。
第 2 回担当例会 11 月 1 日
講師例会 講師 川原 節男<現代の名工（卓越技能者）>
この地域で職業を通じた活躍され賞を受けられた方を
例会にお招きをしてお話を聞きお祝いと共に広く顕彰
する。

出席/プログラム委員会

新井

委員長

例会出席率の向上を基本方針の第一に揚げ、
『会員相互の
交流を深められる楽しく有意義なプログラムを作成しつ
つ、しっかり運用する』を目標にやってまいりました。
今年度も皆様方のご協力を頂きながらの、100％例会を計
画しました。

第 884 回 H23･6・13
惜しくも達成できませんでしたが、そのうち３回は全てパ
ストガバナーに講話をお願いしました。三度の計画は少し
重かったかなと感じております。
今月２７日は今年度最後の慰労例会となっております。全
員のご参加を宜しくお願い致します。

ニコニコ委員会

田中

委員長

いつもニコニコボックスにご協力いただき誠にありがと
うございます。
全会員が１回でも多くニコニコに参加され、
『親睦増進、
奉仕活動に役に立てる』を基本方針に行ってまいりました。
本年度予算 70 万円に対し今日現在で 70 万千円と予定金額
をクリアすることができ、皆様方のご協力のおかげと感謝
しております。10 回以上の方が前回までに 9 名、2 回以下
の方が 6 名となっており残り 3 回を多くの皆様に参加して
いただき是非ともニコニコ表彰を受賞していただきたい
と思います。最後の逆転サヨナラを目指しましょう。

会報委員会

今井

委員長

【基本方針】
休会中や休会した会員に例会参加を促すとともに、参加し
た会員へも例会中に伝えきれなかった会長や講師の方々
の伝えたい情報の手助けとなるべく会報誌や WEB の作成
を促進する。

て、三輪義平さんのご子息義弘さんを講師に招き、エネ
ルギー問題を考える例会を実施しました。
そのほか、久々野国良さんにお願いして、ホームページ保
守と更新を行ったり、例会写真の保存などをさせていただ
きました。
委員会活動はまだ残っておりますが、一年間、会員の皆様、
事務局の河上さんには多大なるご協力いただき本当にあ
りがとうございました。

20 周年実行委員会

島

委員長

20 周年記念実行委員会の基本方針は、自分達の自分達に
よる自分達の為の 20 周年!!
委員会は、4 回開催しました。
①ＲＩ会長賞受賞の為、ローターアクトクラブが設立出来
ないかどうか検討をしてみたいので、会員ジュニアを例
会に出席させて、検討してみた。結果、ローターアクト
クラブの設立は無理です。
②10/7 平塚湘单ＲＣ20 周年の記念行事
（平塚市の中学校駅伝大会）へ青少年委員会が特別参加
するという事で、補助金を出した。
③10/25 環境保全委員会が、20 周年記念植樹をするという
事で、補助金を出しました。
④12/6 担当例会で、20 周年を振り返って会員スピーチが
ありました。
⑤H23.5.14
20 周年記念例会は、親睦活動委員会と合同で開催しま
した。
中村久子女史の DVD を観賞して、この DVD は好評で平塚
湘单 RC の芦川さんにも送りました。
（自費）
夜は、平塚湘单 RC の方々も一緒にいぎある高山らしい
20 周年記念懇親会が出来た。
⑥H23.5.27(木)～H23.5.30(月)
20 周年を記念して、北海道旅行に行ってきました。
5/28(土)PM7:00 函館の居酒屋へ集合ということで、5～
6 班に分かれて旅行しました。
皆さん思い思いのスケジュールで熱帯低気圧と闘いな
がら楽しい旅行だったと思います。たぶん記憶に残る
20 周年の打ち上げだったと確信をしております。

【活動報告】
1.原則として A4 版 2 頁の会報誌を作成しました。
2.クラブ奉仕員会と協力し、担当例会を企画運営しました。
さる 5 月 23 日の例会では、今年 3 月に発生した東日本
大震災で問題となった原子力発電所の事故を基軸とし
＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。よろしくお願いします。
高山西ＲＣ 米澤 久二 様
高山西ＲＣ
げます。

米澤久二さんのご来訪を心から歓迎申し上
理事役員一同

高山西ＲＣの米澤久二さんのご来訪を歓迎いたします。い
つも久々野テニスクラブでご指導頂きありがとうござい
ます。また、来週もよろしく御願い致します。
今井 俊治
高原 清人

先日は北海道のお土産ありがとうございました。
仲谷

政美

先日は私どもの結婚記念日にクラブからのプレゼントあ
りがとうございました。今年 39 周年です。銀婚式まで元
気でいられるかどうか？まぁ～がんばります。
中田 一男
Wife の誕生日にお花をありがとうございました。
高木

純

