
 

第 909回 H24･1・23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

＜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＞ 

 
＜会長の時間＞     会長 平林 英一 
 

１月１４日の新年家族例会、楽しい時間を過ごすことがで

き大変良かったと思います。 

坂之上親睦委員長をはじめ委員会の皆さんには大変お世

話をかけありがとうございました。 

また、セブンスタ－の演奏に中谷さんという新しいメンバ

－が加わり、ますますレベルが上がっています。ありがと

うございました。 

当日新入会員となるはずの久金さんがいないということ

で説明できなかったことをお詫び申し上げます。 

昨年１２月高山中央ロータリークラブ忘年例会で入会式

を行い入会するはずでありましたが、その後、久金さん家

族サイドでの話し合いがうまくいかず入会取りやめとな

ってしまいました。 

私も剱田ガバナー補佐をはじめ、多くの方に相談をしまし

た。残念ではありますがこのような結果となりました。女

性会員の入会がこんなにも難しいのかと大変反省すると

ころであります。 

だからといって、会員の皆さんが、女性会員入会推薦に消

極的にはならないようお願い申し上げます。今後もチャン

スがあればどんどん紹介していただきたいと思います。 

高山中央ロータリークラブの仲間は、他のどのクラブより

楽しい自慢できる仲間であると思います。クラブに入会す

るなら、高山中央ロータリークラブだとそう思います。 

さて、今日の例会は 2011～2012 年度のクラブアッセンブ

リーです。中間報告よろしくお願いします。 

 

 

＜幹事報告＞      幹事 新宮 一郎 

 

◎ ＲＩ本部より 

・ ロータリアン誌 １２月号 １月号 

◎ 国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・ 「第５回全国ＰＹＬＡ研究会」開催のご案内 

日 時：２月５日(日)10:00～17：00 

会 場：グランドプリンスホテル新高輪 

登録料：10,000円 

・ 東日本大震災義援金についてのお知らせ 

・ ロータリーカード担当者の任命のお願い 

・ 国際大会に於ける「日本人親善朝食会」につい

てのご案内 

・ 地区チーム研修セミナーのご案内 

日 時：２月１８日(土)10:30～17:00 

会 場：大垣フォーラムホテル 

出席要請者：次期青少年育成小委員会委員長 

永家 将嗣 

・ 日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会のご案内 

日 時：３月１２日(月)8:00スタート 

会 場：琉球ゴルフ倶楽部 

登録料：15,000円 

・ ロータリーバンド発表会参加者募集のお願い 

日 時：５月２６日(土)13:00～15:00 

会 場：四日市市総合会館 

・ 報告書(ガバナー補佐セミナー・地区委員長セミ

ナー・地区チーム研修セミナー・会長エレクト

セミナー・地区協議会) 

・ ロータリーレートのお知らせ 

２月のレート １＄=７８円 

◎ 国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクト事

務所より 

・ 2012年国際ロータリー年次大会バンコク大会の

ご案内 

 

○ 高山西ロータリークラブより 

・ 例会変更のお知らせ 

２月１０日(金)定款により休会 

○ 伊勢ロータリークラブより創立 60周年記念誌受贈 

○ 岐阜西ロータリークラブより創立 50周年記念誌受贈 

 

＜中日新聞社より＞ 

・ 「第４３回日展東海展」宣伝強力のお願い及び

前売りチケットのご案内 

＜飛騨産業株式会社より＞ 

・ 新工場竣工記念品受贈 

＜年賀状＞ 

・ 石井惣司ガバナー・村橋元ガバナーエレクト 

・ ＨＣ高山 

◆会長  平林 英一   ◆幹事  新宮 一郎   ◆会報委員長 岩本 正樹   ◆会報担当 周 信夫 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

909 回 
51名 51名 43名 － 84.31% 

前々回 

907 回 
51名 51名 37名 5名 82.35% 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2011～2012年度 高山中央 RC会長テーマ 

「人として生きる」 

＜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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・ (株)オクトン・(有)銀風・はと観光交通(株) 

・ (有)第一工芸 

・ 斐太バス(株)・(株)栗本生花店 

 

＜中間会計報告＞ 谷口 欣也 会計 
 

谷口会計より、中間会計報告書に基づいて平成 23 年 12

月 31 日現在の収入の部及び支出の部の各項目について、

丁寧、詳細に説明がなされ、その後質問もなく終了しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜クラブアッセンブリー四大奉仕委員会＞ 

 

クラブ奉仕委員会 山本 辰男 委員長 

 

当クラブのメンバーが円滑に活動出来る様サポートして、

心和む場を提供する事を目的に、平成 23年 12月 12日「心

のケア」について益田大輔先生(須田病院)に講話を頂いた。

親睦活動委員会では、平成 23 年 8 月 3 日に花火を観賞し

ながらの納涼例会、12月 22日には太鼓の余興をまじえた

忘年例会等楽しいクラブ作りを目的した例会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業奉仕委員会 島 良明 委員長 

 

ロータリー発足の原点である「職業奉仕」を深く学ぶため、

平成 23年 8月 22日に職業奉仕活動に関する勉強会を開催

した。11 月 7 日には、地区職業奉仕委員長 河田勝正様

をお招きし、倫理基準について講話を頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際奉仕委員会 三枝 祥一 委員長 

 

平成 24年 2月 20日に高山市中国交換職員をお招きし、講

師例会を行います。 

5 月 21 日には、ロータリー国際大会についての感想を報

告いたします。 

ロータリー財団委員会では、平成 23年 11月 21 日に地区

ロータリー財団委員であります、水谷玲子様をお招きし、

ロータリー財団のプログラムに対する未来計画について

講話を頂いた。 

米山奨学委員会では、中国からの米山奨学生であるホウ・

ジュメイ氏に講話を頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員長 下田 徳彦 委員長 

 

新世代・青少年育成委員会では「青少年の健全育成の一助

となる活動を推進する」の基本方針のもと 9月第１例会（9

月 5日）を担当例会として開催しました。当日はＨＣ高山

の山川由加監督と小松真理子選手をお招きして激励金を

贈りました。海外経験小松選手から高山に来てからのエピ

ソードをお聞きしました。 

今後の活動予定は 3 月 12日に例会を予定しています。高

山市青少年育成市民会議会長の塩屋節次様をお招きして

の青少年育成についての卓話をしていただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全委員会では「CO2排出削減について取り組むとと

もに、地域の宝である自然環境の保全に取り組む」の基本

方針のもと 11 月第２例会（11 月 14 日）を担当例会とし

て開催しました。中田委員長自ら講師となり地球温暖化に

ついて資料に基づき解説していただきました。温暖化の原

因には温室効果ガス（CO2）が影響しており、CO2 削減が

環境保全の大きな課題である事、それに対して私たち一人

ひとりが取り組むべき行動「チャレンジ 25」について勉

強しました。そして地球温暖化とロータリーの４つのテス

トを照らし合わせ、ロータリアンとして、これらの課題に

取り組む必要性について改めて感じさせていただきまし

た。また、忘年例会では冬至にちなんだ「100万人のキャ
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ンドルナイト」を実施しました。 

今後の活動予定は 6月に里山環境保護として、城山とその

周辺の清掃活動を行います。6 月 22 日の夏至には会員に

ローソクを配布し「100万人のキャンドルナイト」を家庭

や事業所で実施していだだく予定です。 

 

社会奉仕委員会では「環境保全員会、新世代・青少年育成

委員会と連携し、次代を担う地域の子供たちに「夢」を伝

える」の基本方針のもと昨年度よりの継続事業である出前

講座を委員会事業として２回、例会として１回、7月第２

例会（7月 11日）に開催しました。そして 12月第３例会

（12月 19日）にこれまでの出前講座のまとめた報告会を

開催しました。また皆様から貴重な意見をアンケートとし

ていただきました。 

今後の活動予定は 2月 27日に担当例会を予定しています。

これまでの活動と皆様の意見を踏まえ、次年度につなげる

ための内容を企画中です。また白川中の石原校長先生をお

招きし、ご意見をいただく予定です。 

 

 

＜ロータリー財団表彰＞ 
 

◆ ポールハリスフェロー  坂之上 健一 

◆ ポールハリスフェロー マルチプル 谷腰 康夫 

◆ ポールハリスフェロー マルチプル 渡辺 修治 

◆ ポールハリスフェロー マルチプル 山本 辰男 

◆ ポールハリスフェロー マルチプル 足立 常孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜1 月のお祝い＞ 

 

 

 
♫会員誕生日♫ 

今井 俊治   Ｓ３０年 １月１０日 

和田 良博   Ｓ２６年 １月１１日 

足立 常孝   Ｓ２７年 １月１５日 

西倉 良介   Ｓ３０年 １月１８日 

周  信夫   Ｓ３８年 １月２３日 

高殿 尚    Ｓ３８年 １月２３日 

高木 純    Ｓ３３年 １月３０日 

都竹 太志   Ｓ４０年 １月３０日 

中田 学    Ｓ３９年 １月３１日 

 

♫夫人誕生日♫ 

山本 辰男  克子    １月 ２日 

清水 幸平  洋子    １月１４日 

高殿 尚   知子    １月２９日 

 

♫結婚記念日♫ 

剱田 廣喜   Ｓ４９年 １月２４日 

渡辺 修治   Ｓ５４年 １月２６日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

今年初めての通常例会です。本日は、中間会計報告・四大

奉仕委員会の活動報告です。各担当委員長さんよろしくお

願いします。 理事役員一同 

 

本日は貴重な時間を頂きありがとうございます。微力なが

ら高山の活性化の一翼を担えればと考えております。皆様

のお気持ちを期待しております。よろしくお願いします。 

 都竹 太志 

 

 

 

 

 

 

 
 

周先生、高殿さん、本日は誕生日おめでとうございます。

お二人の若さん、益々期待しております。全力少年で頑張

って下さい。 清水 幸平・高木 純 

 

年末の忘年例会では、酔った勢いでザルを回し、ほとんど

の方より快くニコニコを頂きありがとうございました。 

 伊藤 正隆 

 

本日、早退させて頂きます。 堀口 裕之 
 

 

 


