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＜幹事報告＞

＜本日のゲスト＞
国際ロータリークラブ第２６３０地区
濃飛分区ガバナー補佐 剱田廣喜

＜会長の時間＞

◆会報担当 岩本 正樹

英一

今日は、剱田 廣喜ガバナー補佐公式訪問例会です。時間
が十分ではありませんが、中身濃縮で、卓語をよろしくお
願いします。みなさんと、しっかり勉強したいと思います。
６/２９国府中学校７/１１白川中学校、社会奉仕委員会の
出前講座「夢を語り合う」
私は初めての参加でしたが、とても、有意義な時間でした。
参加してくださったメンバーの用意万端で熱心なアドバ
イスに、私もですが生徒も感動したと思います。実際の経
験からのお話は、伝わり方が違うと思いました。
偶然とはいえ、国府中の加藤校長先生川原町在住、白川中
の石原校長先生はある会の仲、私にとって教育委員会時に
も気心も知れた仲間であり大変助かりました。両校長先生
が「来年もよろしく」とまで言われ、中学校において価値
のあるプログラムであることを再認識しました。
前年度社会奉仕委員長永家さん、今年度委員長下田さんを
はじめ委員の皆さんには、大変ご苦労をかけました。今後
もビデオや、このプログラムのまとめなどお世話をかけま
すが、完成報告が楽しみです。よろしくお願いいたします。

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
・ロータリーレートのお知らせ
８月１日より １＄＝８０円
・ＷＣＳ補助金申請・受付のご案内
○国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクト事務
所より
・事務所開設のお知らせ
〒501-0106 岐阜市河度 2-57 （株）ユニオン 5Ｆ
電話（058）216-2630 ＦＡＸ（058）216-2631
Ｅ‐Mail 1213seino＠rid2630.org
＜飛騨高山国際協会より＞
・
「日本語による外国人とのコミュニケーション術入門
講座」開催について
＜活動計画書＞
・可茂ＲＣ ・可児ＲＣ ・美濃加茂ＲＣ
・高山西ＲＣ ・高山ＲＣ ・加茂東ＲＣ
＜会報＞
・美濃加茂ＲＣ ・可茂ＲＣ ・高山ＲＣ
・加茂東ＲＣ

＜役員就任あいさつ＞
会長エレクト
足立 常孝
例会都合にて２例会も就任挨拶が遅れました。休会もあり
まして３週間後に、ようやく就任のご挨拶をさせていただ
きます。
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清水さんも、平林さんも、私も、還暦前後の同学年の６０
歳です。
清水さん、一年間ご苦労さまでした。平林さんこの一年間
ご苦労さまです。
（過去・現在・未来）
会長エレクトの足立です。エレクトとは、「勃起をする」
事だそうです。会長エレクトとは、「次に会長をする」と
いう意味だそうです。
和気藹々で活気のあるクラブを、今年は、平林会長の横で、
勉強をさせていただきます。
皆様のご指導とご協力を宜しくお願いいたします。

副会長（クラブ奉仕委員長）

山本

田中

この度 濃飛分区ガバナー補佐を務めさせていただきま
す、高山中央ロータリークラブの剱田廣喜と申します。ど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

辰男

今年度副会長を仰せつかりました、山本でございます。
平林会長の下、高山中央ロータリークラブの発展に精一杯
尽力するつもりです、どうぞ宜しくおねがいします。
幸い新年度から数名方が入会されまた、大きな所帯に成り
ますので会長の声に出来ない思いを会員に会員の声無き
声を会長にと橋渡しになればと考えてえいます。自分では
今一度ロータリーの事についで勉強をさせて頂きます、一
年間どうぞ宜しくお願いします。

副幹事

＜ガバナー補佐卓話＞
『☆輝く☆ 会長・幹事さん』
濃飛分区ガバナー補佐
剱田 廣喜

雅昭

今年度副幹事に任命されました田中でございます。私は
ロータリー創立 100 周年の記念すべき年の 2004 年 10 月に
入会致しました。
以来国際奉仕委員長、環境保全委員長、会報委員長、ニコ
ニコ委員長と重責を任され無事ここまで大過なく来れま
したのも、会員皆様の心温まるご協力の賜物と心より感謝
申し上げます。
今年度、新宮幹事をサポートしつつ、来年度に向けて勉
強し創立以来最高の幹事を目指して精進する所存でござ
います。
入会時の好きな言葉「おかげさま」を今一度心して社会
奉仕活動に邁進してまいりますので何卒宜しくお願い申
し上げます。

ガバナー補佐の役割は、地区と担当クラブとのパイプ役で
すから、双方のお役に立てる様、誠心誠意頑張って行きた
いと思います。
1. ガバナー方針を充分に理解し、担当クラブに周知し各
クラブの主体性、特性を尊重した上でガバナー方針に
沿った事業計画をお願いしていきます。
2. １クラブ当り、年間３～４回例会訪問を行い、各クラ
ブの事業や運営の状況を見学させて頂きます。連絡を
密に取り各クラブの意見、希望等をお聞きしてガバナ
ーに報告を致します。また、地区、ＲＩの最新情報や
奉仕活動実現のための地区資金助成や、ノウハウをお
伝えしていきます。
3. ＩＭの実態は、フォーラムであり本来の基本に立ち返
った、自由討論会を行いたいと思います。全員出席を
お願いします。
●第１回濃飛分区会長幹事会において各クラブが抱えて
いる問題について話し合いを致しました。
一、クラブの会員減尐によって奉仕活動の継続、または新
しい活動が難しくなっている。
一、新会員の入会が尐ない為に、現会員の年齢が高齢化し
年齢層のバランスも悪くなっている。
一、小規模クラブは、例会出席者が尐なく、例会の運営形
態に支障が出ている。また、財政逼迫により他クラブ
とのお付き合いも厳しくなっている。
以上のように、濃飛分区の各クラブは、会員の減尐により
多くの課題を抱えております。課題解決のために、懸命な
ご努力をされておりますが、解決策もなく閉塞状態になっ
ております。課題が解決できるかどうかは、会長・幹事の
リーダーシップにかかっているのが現実です。そのために
も、会長・幹事が輝き、リーダーシップを発揮することに
よって、魅力あるクラブにして頂きたいと思います。会
長・幹事の鏡はクラブであります。
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＜クラブアンッセンブリ＞
四大奉仕委員会活動報告
社会奉仕委員長

下田

徳彦

今年度社会奉仕委員会は環境保全委員会、新世代・青尐年
育成委員会と連携し、次世代を担う地域の子供たちに「夢」
を伝えていきます。地域を巻き込んだキャリア教育の一端
を担うべく白川中学校の「出前講座」を例会として行い、
中学生にたくさんの職種があることを知ってもらい、ロー
タリー会員と仕事を通しての「夢」を語り合い、働く事の
喜びを理解してもらいます。国府中学校および北陵中学校
の「出前講座」は委員会事業として行い、高山ＪＣとの協
力連携で進めていきます。１２月には「出前講座」報告会
を行い、昨年度からの継続事業として反省点やこれまでの
経過を鑑みて「出前講座プログラム」を作成していきます。

国際奉仕委員長

三枝 祥一

<基本方針>
国際奉仕の責務である、国際理解・親善・平和を推進する。
<活動計画>
①平成２４年２月２０日
他地区の国際奉仕を参考にしながら、当クラブの国際奉
仕を考える例会
②平成２４年５月２１日
国際理解を深める講師例会
③ＲＩ国際大会５月６日～９日に参加する。
８月より１口 5,000 円で積立て
④ポリオ撲滅チャレンジ募金をする。
８月より募金箱
⑤飛騨高山国際協会

職業奉仕委員長

島

年会費を納める。

良明
ＳＡＡ

新井 信秀

職業奉仕委員会は、単独の委員会です。
以前、2630 地区のセミナーに、職業奉仕の権威者である

<基本方針>

「アーサー・シェルドン」の職業奉仕感を深く学びます。

例会が支障なく整然と行われるように、会場準備・監

新入会員さんを交えての勉強会は、ＩＤＭで行いますので、

督に当たる。

今年度職業奉仕委員会としては、委員会メンバーと理事、
役員で、職業奉仕の本質を深く、深く、学びます。
１回目の勉強会は、7 月 27 日に行われまして、その発表
は、8 月 22 日に大保木さんが発表します。
この様な勉強会を３回行います。
11 月７日は、ＲＩの方針に従って、
『奉仕プロジェクトに
関する勉強会（キャハアデー）
』の報告をします。
1 月 30 日は、
『地域社会において、倫理基準を実践した人
を表彰するプログラムを作成する』という事で、その発表
と表彰をしたいと考えております。
<活動計画>
・例会の準備及び片付けは、グループ当番制による。
・例会場の準備設営は、グループ当番全員で 12 時まで
に完了する。
・会場準備完了後、受付にてビジターをお迎えし席ま
で案内する。
・ガバナー及びガバナー補佐来訪時は、役員と共にお
迎え、お見送りをする。
・移動例会の、会場設営は、グループリーダーが責任
を持って行う。

（担当委員会と打合せの上）
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・クールビズ対応は、9 月末までとする。

グランド等に使われますので結局 50×20 の 10％しか地区

・席は月ごとに変え、会員全員の親睦が図れるように

での地区補助がありませんので１件 3000＄の 10 件しか活

する。

動が出来ませんでしたが、2013 年度からは寄付の最高

・必要に応じ、備品整備や修繕を行う。

50％の 50％「25％」が丸々新地区補助金として使えるこ
とになり残りの「25％」はグローバル補助金として重点６
分野に地区で使え、又全体の残り 50％の最高 50％「25％」

<ロータリー財団委員長セミナー報告>
岩垣津 亘
今月の９日に岐阜都ホテルにてロータリー財団研修セミ
ナーがあり平林会長と剱田ガバナー補佐と行ってまいり
ました。そのお話のなかで重要な事は 2013 年 7 月よりロ
ータリーの「未来の夢計画」が新たに始まるということで
す。その「未来の夢計画」とはそれぞれのクラブが主体と
なりロータリーアンが地域のニーズを特定し、計画を立て、
地域の人々と協力して最善の方法を計画した上でプロジ
ェクトを実行して行くということです。
ただし「未来の夢計画」では重点分野があり
1.平和と紛争予防／紛争解決
2.疾病予防と治療

3.水と衛生設備

4.母子の健康

5.基本的教育と識字率向上

が地区の国際活動資金として使える様になりますという
ことは皆さんに寄付して頂いている金額の 75％までが地
区のプロジェクトに使える様になるということです。ただ
し奨学生派遣事業は 2012-13 年度の募集をもって終了し
2013-14 年度からは新しい派遣プログラムが検討されま
す。
セミナーの時講師として世界 100 クラブがこの補助金モ
デルとして昨年度から実行している第 2760 地区「愛知県」
の地区財団委員長

深谷友尋氏の講演があり 2760 地区

（82 クラブ）の補助金の使われ方が紹介されましたので
そのコピーを配布しましたのでまた皆さん研究してみて
ください。

6.経済と地域社会の発展の以上六つがあります。
2013 年から移行するということは、何をするか決め予算
も立て、地区のほうへ報告し地区にて承認してもらうこと
を 2012 年「来年」12 月までに行い 2013 年 7 月から実地
していくということです。
2012 年度の現行では私たちのロータリー財団への寄付の
50％が 2630 地区の活動資金として戻りそのうち最高 20％
が地区補助金、残り 80％が国際親善奨学金やマッチング

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。
国際ロータリー第２６３０地区濃飛分区ガバナー補佐
剱田 廣喜

先週の例会「出前講座」では多くのメンバーに協力頂きあ
りがとうございました。無事に事業が終了しました事に大
変感謝申し上げます。
下田 徳彦

本日は、第１回目のガバナー補佐訪問です。剱田ガバナー
補佐、時間は尐ないですがよろしく御願い致します。
理事役員一同

7/28（木）高山ベストウエスタンホテルにて、ＰＭ8：00
より針山さんと某外人シンガーとミュージックナイトに
出演します。来て下さると言って見える方、よろしくお願
いします。
高木 純

先週の大阪に沢山の方々にご足労をお掛けし、お世話にな
りありがとうございました。60 歳の節目を心から感じま
した。
足立 常孝
濃飛分区ガバナー補佐 剱田廣喜様 本日はご苦労様で
す。張り切り過ぎない様頑張って下さい。昨日は、昭和
62 年入会のＪＣＯＢ会員に一年遅れの還暦お祝いを花兆
庵で祝って頂き楽しい一日でした。後輩に感謝！感謝！
松之木 映一

前回の例会（総会）には遅刻しましたが、白川中学校の「出
前講座」には間に合いました。成功に終わり喜んでいます。
下田委員長、ご苦労様でした。
伊藤 正隆
会員の皆様には、大変ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。
三浦 和美

