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足立
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今日は、下呂ＲＣからご来訪
いただきましたガバナー補
佐、上野田隆平様の第一回目
のガバナー補佐訪問例会で
す。後ほど、村橋ガバナーの
方針等ご指導をよろしくお
願いいたします。
さて、６月１８日に、国府中学校で開催いたしました今年
度、最初の出前講座「夢を語り合う」が、無事終了いたし
ました。
次回は、今週の１１日（水）に白川中学校にて開催されま
す。前回の国府中学校の移動例会と異なり、新世代・青少
年育成委員会の担当事業として、社会奉仕・環境保全の両
委員会と連携して、会員皆様の協力と、さらにＪＣの外部
団体の方々のご協力も、昨年同様にいただきまして、出前
講座＝「青少年の健全育成のお手伝い」を、させていただ
きます。
どうか皆さん、今週の出前講座に参加できない方は、次回
最後の９月２６日の北陵中学に、できる限り多くの方の、
参加協力をお願いいたします。
出前講座は、３年目の継続事業ですが、当クラブから始め
て、Ｒ財団奨学生 清水 志野さんが、２年間の準備期間
を終えて、この秋に英国（ロンドン・ビジネス・スクール）
に留学されます。この例会で後ほど、壮行セレモニーを予
定しております。前々会長の清水幸平さん、宜しくお願い
いたします。財団奨学生事業も３年計画事業です。
今年度も引き続きの継続事業を行ったり、当クラブから初
めてロータリー財団奨学生が生まれ、前例の無い、奨学生
の壮行会を行ったりと、理事会の決定に従い事業運営をさ
せていただきます。どうか、よろしくお願いいたします。
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＜幹事報告＞
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◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・第 11 回日韓親善会議参加 2 次募集のお知らせ
日時：8 月 31 日(金)～9 月 1 日(土)
会場：グランドプリンス新高輪「飛天の間」
締切：7 月 17 日（火）
◎国際ロータリー第 2630 地区 2011-2012 年度ガバナー事
務所より
・事務所閉鎖のお知らせ
◎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
住所 〒511-0061
三重県桑名市寿町 3 丁目 27
医療法人（社団）佐藤病院分室
ＴＥＬ 0594-25-2630
ＦＡＸ 0594-25-2631
Ｅ-mail 1314@rid2630.org
＜ぎふ清流国体高山市実行委員会より＞
・協賛のお礼と感謝状贈呈式のご案内
日時：7 月 18 日(水)１４：００～
会場：高山市役所 ４階 会議室

＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐 上野田

隆平

様

いよいよ 2012～2013 年度がスタートします。
濃飛グループを担当いたします、下呂ロータリークラブの
上野田でございます。
ガバナー補佐の役
目は、「ガバナーの
地区運営などを補
佐する」と規定され
ています。
村橋元ガバナーの
活動方針のキーワ
ードである「不易流
行」を常に念頭にお
きながら、各クラブの皆さんとともに活動させていただき
たいと存じます。
「不易流行」の「不易」はロータリーの精神、活動で、こ
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れからも実践していかなければならないことをさしてい
ると思います。
一方、
「流行」のほうは、時代に合わせて、あるいは活動
にあわせて必要な変革を意味しています。会員の減少など
ロータリーの抱えるさまざまな事柄をスピーディーにか
つスリム化した組織で長期的な観点（計画）で対処しよう
とすることです。
具体的には各クラブが「CLP」の導入を推進することが求
められています。
CLP の導入だけが目的となったならば、それは組織論であ
るとの批判を受けるかもしれません。
各クラブが策定する中長期計画の遂行、効率の良い目標達
成のための方法として、CLP の導入を検討していただいて
はいかがでしょうか。

この度、ロンドンビジネススクール大学院に合格し二年間
勉強することになりました。
これもひとえに中央ロータリークラブのおかげと感謝申
し上げます。
ロンドンでは向こうのロータリーメンバーの方に協力し、
文化交流、世界平和の為、力を尽くしたいと思っています。
二年後には活動報告をします。
本日は、ありがとうございました。

＜総
会＞
前年度会計報告
前年度会計

（代理）平林前会長

2630 地区全体として、会員数は減少しています。幸い、
濃飛グループについては増加に転じていますが、より一層
の会員増強が喫緊の課題であることは明白です。CLP の導
入によって、直ちに会員増強がかなうとは思われません。
あわせて、不易であるロータリーの目的、目標を達成しよ
うとする気概があって始めて成就すると思います。
「不易」と「流行」をロータリー活動の両輪ととらえるな
ら、両輪をつなぐ軸は「友情」と「楽しさ」であり、空回
りしないためのキー（滑り止め）は「参加」と言えるので
はないでしょうか。
「楽しいから参加する」
・・皆さんの積極意的な参加をお
願い申し上げます。
一年間、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

＜Ｒ財団奨学生挨拶＞
カウンセラー

清水

清水

前年度会計監査

松之木 映一

会計就任挨拶及び今年度会計予算報告
会計 松之木 映一
本年度の会計を担当させて頂き
ます。皆様の会費で高山中央ＲＣ
が運営されていますので、少しで
も早く会費納入をお願いします。
通帳・領収書・帳簿はしっかりチ
ェックさせて頂きます。一年間宜
しくお願い致します。

幸平

この度、当クラブ初めての奨
学生となります清水志野さん
をご紹介します。これから二
年間、ロンドンビジネススク
ール（大学院）で勉強されま
す。自己の能力を十分発揮さ
れ、卒業していただきたい。
本日は、中央クラブで清水さんのご健闘を祈りお見送りし
たいと思います。

ロータリー財団国際親善奨学生

監査報告

＜出前講座＞
７月１１日（水）白川村中学校で「出前講座」が行われ、
ＪＣメンバー４名と会員１６名に参加して頂きました。
白川中は、今回で２回目になりますが、将来の夢を持って
いる生徒たちがたくさんいました。

志野 様

全体講演

「夢をあきらめない」 高殿 尚

本日は、お招きいただきありが
とうございます。
私は一之宮町で生まれ、東京の
大学を卒業後、三菱ＵＦＪ信託
銀行、監査法人ＫＰＭＧなど財
務アドバイザーの仕事をして
いました。

総

評
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分科会

＜島袋

勉

講演会＞

日時：７月７日（土）15:30～
会場：高山市民文化会館 大ホール

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はお世話になります。宜しくお願いします。
濃飛グループガバナー補佐 上野田 隆平 様

上野田ガバナー補佐のご来訪を歓迎致します。一年間頑張
って下さい。
伊藤 正隆

高山西ＲＣの東です。本日はよろしくお願い申し上げます。
高山西ＲＣも新組織でスタートしました。宜しくお願いし
ます。
高山西ＲＣ 東 庄豪 様

濃飛グループガバナー補佐 上野田様、本日はご苦労様で
す。宜しくお願いします。7/11 より当店の売り出しを行
うため、白川中学校へ行けません。参加の会員の皆様、い
い話など印象に残る話をお願いします。
松之木 映一

上野田ガバナー補佐様、本日はよろしくお願いします。ま
た、清水 志野 様、東 庄豪 様、ようこそ高山中央ロ
ータリークラブへ！
理事役員一同
上野田ガバナー補佐の訪問歓迎申し上げます。存分なご活
躍を心から祈念申し上げます。
剱田 廣喜
ロータリー財団奨学生の清水志野さんのご来訪を歓迎致
します。身体に気を付けてしっかり勉学に励んで来てくだ
さい。ご活躍を期待致します。
清水 幸平
7/7 の財団セミナーに行けなく、永家副会長に出席をして
頂きありがとうございました。後日、お礼でも・・・。
坂之上 健一

上野田ガバナー補佐様、清水志野様、東庄豪様のご来訪を
歓迎致します。本日の前年度会計報告は、会計の谷口さん
が休みの為、平林前会長が行います。宜しくお願いします。
平林 英一・新宮 一郎
7/11 の白川中学校への出前講座に都合により行けなくな
りました。申し訳ありません。高原委員長、よろしくお願
いします。
三枝 祥一

