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＜点   鐘＞  会長 平林 英一 
＜ロータリーソング＞  奉仕の理想 
＜四つのテスト＞ 
 
＜本日のビジター＞ 
三木ロータリークラブ  金 華洙 様 
高山ロータリークラブ  西野 徹 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜会長就任あいさつ＞  会長 平林 英一 
 

23 年 7 月、高山中央ロータリークラブの新しい年が始ま

りました。とはいえ、6月から社会奉仕委員会の皆様には、

前倒しの事業計画を実行していただき本当に有難うござ

いました。 

また、5 月、6 月頃か

ら新会員の増強のた

めに 4人もの推薦があ

り、7 月から高山中央

ロータリークラブに

入会される方がみえ

ます。今日は、黒地重

雄さん、来週から次々

と新入会員が出席されます。 

推薦者の島さん、伊藤さん、足立さん、田中さん、橋本さ

ん、永家さんには大変御尽力を頂き本当に感謝しています。 

最近はどのロータリークラブでも退会が増加傾向の中、高

山中央ロータリークラブは元気のあるクラブだと言われ

ております。直前会長の清水さんをはじめ、歴代の会長の

リーダーシップとクラブ会員同士の強い絆が、今の元気あ

る高山中央ロータリークラブを作っているのだと思いま

す。また、仲間同士のオープンな関係、開かれたロータリ

ークラブとして、理想に近づこうとする剱田ガバナー補佐

の考えが浸透しているのも大きな要因だと思います。 

そんなクラブの会長を受けられる環境にいる私は幸せ者

だと思います。だからこそ、このクラブの仲間のために次

に私は会長として何を考え、どんな行動をとるのか、まず

は素晴らしい高山中央ロータリークラブの仲間をもっと

もっと増やしていきたいと思います。 

また会員同士が職業を通じて、奉仕の理想、奉仕の心を追

及していきたいと思います。 

人は一人では生きては行けない。支えあって生きるからこ

そ幸せであり、心が安らぐのだと思います。2011～2012

年度国際ロータリークラブ会長カルヤン・バネルジーは、

｢こころ｣という人間の原点をテーマにされました。 
 

「こころの中を見つめよう。博愛を広げるために」 
 

とても優しさ溢れるテーマだと思います。 

これから 1 年間私も皆さんと共に楽しく有意義なクラブ
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活動ができるよう、ロータリー精神を学び、｢こころ｣を追

及したいと思います。 

応援、御協力の程よろしくお願い申し上げます。 
 
 

＜幹事就任あいさつ＞  新宮 一郎 
 

本年度平林会長の下、女房役として幹事を勤めさせて頂き

ます。 

私自身の好きな言葉

は｢いい加減に生き

る｣です。健康に生き

ていく秘訣の言葉で

す。 

「いいさじ加減」で皆

さん方の潤滑油にな

れるよう楽しく幹事

職を全うしたいと思いますので 1 年間よろしくお願いい

たします。 

今年度は社会奉仕委員会におきましては、早くも 6月末か

ら今年度事業が始まっており国府中に出前講座が開催さ

れました。 

私最初の事業から屋久島へ夫婦旅行の為欠席してしまい

ました。 

今年度に向けてのパワーアップの為、屋久島に行ってまい

りました。 

樹齢 3000 年以上の屋久杉のすばらしさに人生観が変わっ

たように感じます。 

そんなことでお別れ例会欠席と出前講座欠席のお詫びに

屋久島パワーのおすそ分けをお配りさせていただきまし

たのでご賞味ください。 

今年度は剱田さんがガバナー補佐に就任されました。10

月 2日の IMに向けて大保木 IM実行委員長の下、一致団結

して成功に向けてがんばりたいと思います。 

地区大会は 10月 22・23日四日市にて開催されます。 

また、今年度は国際大会が 5月にタイ・バンコクで開催さ

れますので国際奉仕委員長の三枝さんを中心に自由参加

で計画させていただきたいとい思います。 

今年 1年間皆様方のご協力よろしくお願いいたします。 
 
 

＜幹事報告＞  新宮 一郎 
 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナー事務所より 

・ロータリーレートのお知らせ 

７月のロータリーレートは 82円 

・桑員分区ガバナー補佐変更のお知らせ 

   矢野義之さんから佐藤剛一さんへ 

○高山ロータリークラブより 

・例会変更のお知らせ 

8月 4日（木）18：30～ 

恵の久  納涼例会の為 

<高山市青少年育成市民会議より> 

・平成 23 年「青少年の非行・被害防止全国強調月間」

における街頭啓発の実施について 
 

＜入会セレモニー＞ 

新会員の紹介 
黒地 重雄 さん 

  Ｓ27年 11月 25日生まれ 

(有)黒地モータース 代表取締役 

職業分類  自動車販売業 

推薦者  伊藤正隆 

 
 
 

 

 

＜出席表彰＞         ★印は連続出席 
 

20年 ★橋本 修 ・★剱田 廣喜 

★松之木映一・★三枝 祥一 

★清水 幸平 

5名 

19年 ★島 良明 １名 

18年 ★大保木正博・伊藤 正隆 2名 

16年 渡辺 修治 1名 

14年 ★岩垣津 亘 1名 

12年 仲谷 政美 1名 

9年 新宮 一郎 1名 

8年 ★永井 信次・★今井 俊治 2名 

6年 ★岩本 正樹・★田中 雅昭 2名 

5年 ★津田 久嗣・新井 信秀 

和田 良博・永家 将嗣 
4名 

3年 下田 徳彦 1名 

2年 ★周  信夫・★水川 巧・ 

★都竹 太志・★坂家 賢司 

山本 辰男・谷口 欢也 

6名 

1年 堀口 裕之 

 

1名 
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＜ニコニコ表彰＞ 

 

1位  清水  幸平 1位  清水  幸平 

2位  剱田  廣喜 2位  三枝  祥一 

3位  島   良明 3位  松之木 映一 

 

＜7月のお祝い＞ 
 

会員誕生日 

大保木正博   Ｓ３０年 ７月２７日 

夫人誕生日 

島  良明   八重子 ７月 ６日 

橋本 修    暁子  ７月１０日 

永井 信次   洋子  ７月１９日 

岩本 正樹   成美  ７月１９日 

今井 俊治   弘美  ７月２９日 

結婚記念日 

長瀬栄二郎   Ｈ１６年 ７月 ７日 

道下 利一   Ｈ ２年 ７月１４日 

 

 

＜出前講座＞    社会奉仕委員会 
 

日 時  6月 29日（木） 

場 所  国府中学校 

第 2回目の「出前講座」を 2時間行いました。 

会員他 16名が参加しました。 

全体講演『夢と仕事』と題して島会員が講演しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

高山中央ＲＣの皆様のご協力のおかげをまちまして無事

一年間を終えることが出来ました。本当にありがとうござ

いました。剱田さん、久々野さんありがとうございました。 

        高山ＲＣ 西野 徹 様 

 

第 2680 地区三木ＲＣ 金華洙様、高山ＲＣ 西野徹様、

記念すべき新年度初日にご来訪頂きありがとうございま

す。そして、本日の入会の、黒地重雄さんおめでとうござ

います。私にとっても大変幸せな日です。皆様、よろしく

お願いします。 平林 英一 

 

第 2680 地区三木ＲＣ 金華洙様、高山ＲＣ 西野徹様の

ご来訪を心から歓迎申し上げます。新会員の黒地重雄様、

入会おめでとうございます。私、今年度、平林会長の女房

役として幹事を務めさせて頂きます。一年間、皆様方のご

協力をよろしく御願い致します。 新宮 一郎 

 

会員の皆様には、一年間大変お世話になりありがとうござ

いました。平林会長、新宮幹事の一年間のご健勝をお祈り

致します。 清水 幸平 

 

三木ＲＣ 金華洙様、高山ＲＣ 西野徹様のご来訪を歓迎

申し上げます。また、私事、一年間ありがとうございまし

た。平林会長、新宮幹事、一年間よろしくお願いします。

身体に気を付け頑張ってください。 大保木 正博 

 

新しい年度に新会員を迎え、楽しい一年間になりますよう

に。 足立 常孝 

 

西野さん、一年間地区代表幹事ご苦労様でした。金さん、

遠方のところようこそおいで下さいました。飛騨牛をたく

さん味わっていって下さい。清水、大保木両氏お疲れさま、

ホットされていることと思います。平林、新宮両氏のよき

アドバイザーとして共に今年も一年当クラブを盛り上げ

て下さい。黒地さん、待ってました。仲良くお願いします。

ガバナー補佐就任祝いを段取りしたいのですが、剱田さん

よろしく。 橋本 修 

 

 

平林会長、新宮幹事、今年度頑張って下さい。楽しい例会

づくり期待しています。三木ＲＣ 金華洙様、高山ＲＣ 

西野徹様のご来訪を歓迎申し上げます。新会員 黒地重雄

さん、ようこそ高山中央へ。楽な気持ちで出席して下さい。

 松之木 映一 

 

清水前会長、大保木前幹事、一年間ご苦労様でした。大保

木さんの独特なスピーチ聞けなくなるの少し寂しいです。

平林丸の出航です。新宮幹事、抜かりの無いよう一年間よ

ろしくお願いします。 針山 順一朗 

 

平林会長、新宮幹事、他執行部の皆様一年間ご苦労様です。

身体に気を付け頑張ってください。 

 三枝 祥一・岩垣津 亘・久々野 国良・渡辺 修治

冨士井 忠男 

平林・新宮丸の出航、おめでとうございます。一年の無事

をお祈りします。 永井 信次 

 

7/2 息子の結婚式が無事終わりホットしています。当日、

お忙しい中出席頂いた、剱田さん・島さん・平林さんあり

がとうございました。平林会長、新宮幹事、一年間身体に

気を付け頑張ってください。 永家 将嗣 

 

6/29 の国府中学校「出前講座」では多くの方々にご協力

を頂きましてありがとうございました。7/11 は例会とし

て白川村中学校で「出前講座」を行いますのでよろしくお

願いします。また、国府中でご協力頂いた高山ＪＣメンバ

ーから、小学生 4～6 年生を対象として「子供起業体験セ

ミナー」の参加募集のご案内がありましたので、興味のあ

る方は下田まで御願い致します。 下田 徳彦 

 

西野直前地区代表幹事、清水前会長、大保木前幹事、一年

間ご苦労様でした。平林会長、新宮幹事、一年間よろしく

お願いします。新会員 黒地さん、入会を歓迎致します。

剱田ＡＧ一年間頑張って下さい。 伊藤 正隆 

 

本日、早退します。スミマセン。 中田 学・坂家 賢司 

☆金額表彰☆ ☆回数表彰☆ 


