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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

◆会報担当 水川 巧

http://www.takayamacrc.jp/

＜点
鐘＞
会長 平林 英一
＜ロータリーソング＞
我等の生業
＜四つのテスト＞
＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞
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－

78.43%

前々回
910 回

51 名

51 名

45 名

1名

90.20%

マンションの利用が増えるのではないか。当然賃貸マンシ
ョン利用者に対する税の控除も考えなければならないと
思います。
マイホ－ムを、持たない、無理して持たないほうがいいと
思う人が増えるかもしれません。マイホ－ムを持つなら、

＜会長の時間＞

会長

平林

英一

２世帯住宅、持たないなら、賃貸住宅そんな気がします。
みなさんは、どう思いますか。

住宅を購入する３０～４
０代の間で２世帯住宅が
見直されているという記

＜幹事報告＞

幹事

新宮

一郎

事がありました。核家族が
見直されているのかもし
れません。いろんな意味で
とてもいいことのような
気がします。東日本大震災を機に家族を大切にする意識が

◎ ＲＩ本部より
・ ザ・ロータリーアン誌
◎ 国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・ 第１７回国際ロータリー日本青少年交換研究会

強まっているといえます。

（札幌会議）のご案内

２０１１年を表す漢字である「絆」において、こんな若い

日時：４月２８日（土）

女性相手でありますが、アンケ－ト結果があります。絆.

～２９日（日）

を感じる相手がいますかの質問に 88％の人があると答え

会場:札幌パークホテル

ています。

登録料：10,000 円

感じる相手の一位は親、２位女友達、３位兄弟姉妹、４位
に彼氏です。親、家族の存在が大きいことがわかります。
私は教育委員時代にも思ったのですが、子供にとって核家
族より、拡家族の環境のほうが「生きる」
、
「育つ」意味で

・ ロータリー手帳お買い
上げのお願い
１冊＝６３０円
・ Ｒ財団国際親善奨学生第２回オリエンテーション

大事と思います。学校だけでなく、家庭での教育の必要性

開催のお知らせ

です。

日時：３月１１日（日）12:00～15:00

バブル時代をつくった、経済効果を重視した核家族増進の
住宅建築の普及。今となってはマイナス要因のほうが多く
なってしまいました。
これからの時代は大家族同居で大きな家を建てたら税の
優遇を、考える時代が必要に思われます。エコを考えれば

会場：名鉄グランドホテル１８階
◎ ロータリー米山記念奨学会より
・ 確定申告用領収証の件
＜（株）フジマキネクタイより＞
・ 2012-2013 年度国際会長テーマ＆ロゴマーク入り

当然だと思います。

ネクタイの紹介

また、将来一人暮らしの人が増える予想もあります。結婚

国際会長テーマネクタイ

2,100 円

しない一人暮らしの人が増えるということです。

国際会長テーマバッチ

210 円

この人たちのためには、老人ホ－ムというイメ－ジでない
快適な仲間との共同生活をするホテル要素を持った賃貸

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞
・ 人権だより№４８
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副会長

＜会報＞
・高山ＲＣ
*「ぎふ清流国体冬季大会」の成功祈念のメッセージ広告
を３ロータリークラブ合同で岐阜新聞に出しました。

山本

辰男

高山中央ロータリークラブとの縁
高山短大講堂でのチャーターナイトの食事を準備させて
いただいたのがはじめての出会いでした。
なぜ入会をさせていただいたのか

＜本日のプログラム：会員増強委員会＞

もちろんよく知っている方に勧められた事もありますが、
自分の性格が大変引っ込み思案で、外に出るほうじゃない

＜会員スピーチ＞
会長エレクト

足立

常孝

のでありがたく思った。
今

会員増強委員会で、以前会員にアンケート調査を都竹委員

楽しく生きていくため

長が実施され、その中の設問で、ロータリークラブに意欲

の教養を身につける場

的に参加されますか？という問いに、私は「それほど意欲
的に参加していない」と回答した結果、
都竹委員長曰く「ロ

人間の多様性の宝庫
今後

ータリー入会の推薦人であり、エレクトである方の回答で

卒業のない会の怖さ

はない。
」と厳しく意見された。その結果、本日の会員ス

老・壮・青、お互いの弊害をなくしていかないと

ピーチにつながり、アンケートに本音で記入するとこのよ

老 歴史を語り、壮 今を語り、青 未来を語る

うなペナルティーが…
さて、冗談はこれくらい
で本題に。

＜2 月のお祝い＞

ロータリーをエンジョイ
するには、自分と家族と
自社企業の健康管理が必
須である。自分も家族も
自社企業も不健康な私が、この 7 月から会長をお引き受け

♫夫人誕生日♫
中田 一男
伊藤 正隆
坂之上健一

さち子
順子
孝子

２月 ９日
２月１８日
２月２４日

して、1 年間重責がつとまるか？お引き受けした以上は、
つとめられる様に努力いたします。3 月 26 日の例会でも
ロータリーを考える『会員皆様のロータリーについてのご
意見をお伺いする』時間を取らせていただきました。皆様
のご意見を充分に入れて次年度の事業計画を立てさせて

♫結婚記念日♫
堀口 裕之
谷口 欢也
伊藤 正隆

Ｈ ４年 ２月 ８日
Ｈ １年 ２月１８日
Ｓ５６年 ２月２５日

いただきます。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日は、会員増強委員会担当例会です。足立会長エレクト、
山本副会長のスピーチを楽しみにしています。
理事役員一同
本日は会員スピーチをさせて頂きますが、体調が悪く声が
出ません。超短いスピーチですがご理解下さい。また、次
年度の第１回目の理事会を例会後に開きますのでよろし
くお願いします。
足立 常孝

本日は欠席しますが、明日からのぎふ清流国体スキー競技
会の応援を是非お願いします。例会場ではお会いできませ
んが、明日の開会式・１５日～１７日の鈴蘭と朴ノ木平の
競技会の場でお会い出来る事を楽しみにしております。
西倉 良介
インフルエンザＡ型が無事に完治致しましたのでニコニ
コへ。
津田 久嗣

先日は、妻の誕生日には素敵な花を頂きありがとうござい
ました。二人で祝うべきと思いましたが、妻は仲間と名古
屋へ行ってしまいました。まっ！こんなものか！
中田 一男

23 日の社長就任祝賀会よろしくお願いします。
堀口

裕之

年男の皆様の益々のご活躍を祈念申し上げます。周

信夫

久しぶりに南の島へ行って来ました。流されてしまうこと
なく無事帰ってくることが出来ましたのでニコニコへ。
中田 專太郎

本日、早退します。

和田

良博

