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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜ロータリーソング＞ 我等の生業 

＜四つのテスト＞ 

 

＜会長の時間＞ 会長 足立 常孝 
 

こんにちは、先週の家族納涼例会、親睦活動委員会の皆様

御苦労さまでした。お陰様で、楽しい一夜を過ごす事がで

きました。 

本日も、クラブアッセ

ンブリーの例会です。

前々例会で、当クラブ

の平均年齢が、現在

57 歳と申し上げまし

た。 

では、日本人の平均年

齢は、何歳だと思いま

すか? 

答えは、凡そ 45 歳だそうです。米国が 37歳、中国が 36

歳、ブラジルが 29歳と非常に若い国であります。 

一般に、生産人口といわれる 15歳～64歳の人口が非生産

人口の 2 倍を超えると経済成長が加速しやすいと言われ

ています。日本は、1.7倍から年々減る状況ですが、ブラ

ジルは、2040 年まで 2 倍を超える状態が続くと予想され

ております。世界の人口は、70億人を超えて増加し続け、

食糧危機が近い将来起こりそうな中で、日本の約 23倍の

国土面積と、150万人にものぼる日系人を称して、日本に

とっての「善意の含み資産」であり、日系人の方々が長い

年月をかけて培ってきたブラジル国内での信頼は、日本に

対する高い評価につながっています。日本とブラジルとの

信頼関係は、欧米諸国のみならず、アジアの中国、韓国と

比べても、日本の優位性を大きく支えるものだそうです。

世界で活躍している日系人に感謝して、本日の会長の時間

を終わります。 

 
 
＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 

 

◎ＲＩ本部より 

 ・ロータリーの会員増強チャレンジ 

 ・ロータリー財団「未来の夢ニュースレター」 

 ・ロータリーアン誌 

 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクト事務

所より 

 ・研修セミナー日程のお知らせ 

  次期ガバナー補佐候補研修セミナー  

2012.11.10 桑名シティホテル 

  次期地区委員会委員長研修セミナー 

2012.12.8 桑名シティホテル 

  地区チーム研修セミナー 

   2013.2.16 桑名シティホテル 

  会長エレクト研修セミナー  

   2013.3.16 桑名シティホテル 

地区協議会             

2013.4.21 桑名シティホテル 

 

＜活動計画書＞ 

 ・高山ＲＣ ・高山西ＲＣ ・平塚湘南ＲＣ  

・加茂東ＲＣ ・桑名北ＲＣ 

 

＜会報＞ 

・平塚湘南ＲＣ ・加茂東ＲＣ   

 

 

＜クラブアッセンブリー＞ 

 

クラブ奉仕委員長 永家 将嗣 

 

皆さんこんにちは、今年度ク

ラブ奉仕委員長を仰せつか

りました永家です。 

委員会メンバーは私と副委

員長の中田専太郎さんの2名

です。 

委員会基本方針は クラブ奉仕部門の委員会のサポート

を行い、より良いクラブ活動が出来るようにバックアップ

する。 

委員会活動としては担当例会がありませんので、今後の

「高山中央ロータリークラブを考える会」を３回位開催し

てクラブの活性化をはかって行きたいと考えております。 

第一回目として８月１０日（金）PM７：00～８：30 山王

福祉センターにて行います。 内容としては高山中央ロー

タリークラブの強みは何か、またその強みをどのように生

◆会長  足立 常孝   ◆幹事  田中 雅昭   ◆会報委員長 坂家 賢司  ◆会報担当 剱田 廣喜 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

933 回 
51名 51名 45名 － 88.24% 

前々回 

931 回 
51名 51名 47名 1名 94.12% 
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かしていくか…等についてディスカッションを行いたい

と考えておりますので、多数の参加をお願いします。 

皆さん 1年間よろしくお願いします。 

 

会員増強/職業分類/会員選考委員長 中田 学 

 

副委員長：堀口 裕之 

委  員：仲谷 政美、 

高原 武夫、 

岡崎 壮男 

津田 久嗣、 

下田 徳彦、 

前越 路子 

[ 基本方針 ] 

高山中央ロータリークラブの素晴らしさを再確認し、それ

をわかちあう仲間を増やす。 

また、未充填の職業分類を作成すると共に、会員に推薦さ

れた人の職業上の事柄、社会的地位、一般的な適格性など

を調査し理事会へ報告する。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 8月 20日(月) 

 「会員増強を考える」 

 ・新会員からヒントを頂く 

 ・会長経験者等からヒントを頂く 

・平成 25年 2月 18日(月) 

「会員増強を考える」 

 ・若年他団体との意見交換・交流 

[ 予算合計 ] ￥10,000 

 

 

高山中央未来委員長 中田 学 
 

副委員長：剱田 廣喜 

委  員：島  良明、平林 英一、新宮 一郎 

山本 辰男、中田 專太郎、足立 常孝 

田中 雅昭 

[ 基本方針 ] 

長期計画を作り、3年・5年先の当クラブを考える。本年

中に委員会で計画をまとめる。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 9月 3日(月) 

 会員から当クラブの活動に対して要望や夢を聴き長期

計画の資料にしたい 

・平成 24年 12月 10日(月) 

委員会でまとめた長期計画を発表し会員から意見を聴

きその結果を年度内にまとめる 

 [ 予算合計 ] ￥5,000 

 

 

ロータリー財団委員長 坂之上 健一 

 

 

 

副委員長：岩本 正樹 

委  員：中田 一男 

[ 基本方針 ] 

ロータリー財団プログラムを会員に周知し理解と支援を

お願いする。 

[ 目  標 ] 

①ロータリー財団年次寄付 5,000ドル 

②ポリオプラスプログラム寄付 500ドル 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 11月 19日(月) 

 ロータリー財団地区委員の卓話 

 ✻平成 25年度よりスタートする「未来の夢計画」につ

いての説明 

 ロータリー財団奨学生餞別 

 [ 予算合計 ] ￥55,000 

 

 

ロータリー情報委員長 冨士井 忠男 

 

副委員長：平林 英一 

委  員：島  良明、橋本 修、永井 信次 

[ 基本方針 ] 

会員にロータリーについての知識と理解を深める情報を

提供し、新会員を中心にロータリーに関する知識やルール

などについて勉強会を行う。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 10月頃 

 ＩＤＭの開催 

・平成 24年 11月 5日(月) 

 ＩＤＭの報告 

・平成 25年 3月 18日(月) 

 講師例会 

[ 予算合計 ] ￥45,000 

 

 

米山奨学委員長 中田 専太郎 

 

副委員長：村瀬 祐治 

委  員：三浦 和美 

[ 基本方針 ] 

米山奨学事業の理解促進。 

[ 活動計画 ] 

・平成 24年 11月 12日(月) 

米山奨学事業の理解を深めるための説明例会 

[ 予算合計 ] ￥0 

 

 

新世代/青少年育成委員長 高原 清人 

 

副委員長：下田 徳彦 

委  員：坂家 賢司 

[ 基本方針 ] 

青少年の健全育成の一助となる活動を推進する。 

[ 活動計画 ] 

①ＨＣ高山への支援が本年最終年度となる。「ぎふ清流国

体」に向けての決意を監督・代表選手に語って頂き、一

層盛り上げていけるような激励・壮行例会としたい。 

②中学生を対象とした「出前講座」を開催します。中学生

が将来に向けて夢を持って頂ける事業となるよう企

画・運営に努めます。 

3年計画の最終年度に当たり、当クラブが実施した事業

として総括したいと思います。他団体への協力を要請

する。 

③高山市青少年育成市民会議のメンバーとして役割を果

たす。活動補助金寄付。 

・平成 24年 6月 18日（月） 

 出前講座「夢を語り合う」in 国府中学校 

・平成 24年 7月 11日（月） 

 出前講座「夢を語り合う」in 白川中学校 
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・平成 24年 9月 24日（月） 

 ＨＣ高山「ぎふ清流国体」激励・壮行例会 

・平成 25年 3月 4日(月) 

 「出前講座」発表例会 

・平成 24年 4月 10日頃 

 出前講座「夢を語り合う」報告書作成 

 高山市青少年育成市民会議へ補助金寄付 

[ 予算合計 ] 180,000円 

 

 

友好クラブ交流委員長 剱田 廣喜 

 

副委員長：橋本  修 

委  員：久々野国良 

永井 信次、西倉 良介、高殿 尚 

[ 基本方針 ] 

友好クラブとの友愛・親睦の促進。 

[ 活動計画 ] 

・平成 25年 2月頃 

 平塚湘南ロータリークラブと連携を取り合同親睦会を

行う。(交流積立金 50,000円) 

[ 予算合計 ] ￥100,000 

 

 

＜ ８月のお祝い ＞ 

 

 

 

 

会員誕生日 

岩垣津 亘   Ｓ２９年 ８月２６日 

前越 路子   Ｓ３？年 ８月２６日 

 

夫人誕生日 

谷口 欣也   とも子 ８月 ４日 

道下 利一    智美 ８月１０日 

長瀬栄二郎   まり子 ８月２８日 

 

結婚記念日 

島  良明   Ｓ５０年 ８月１５日 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

県外で本日葬儀だったのに、会報当番としての責務をまっ
とうする為に正午には例会場に。剱田さん、貴方は凄いで
す。ご苦労様です。            足立 常孝 
 
先日の「はぐるま会」なんとリベンジで優勝しました。前
回はホタル。スコアー 39・42でした。 新宮 一郎 
 
8/1「納涼例会」お休みして申し訳ありません。東京出張
から夜行バスで帰って来た日で、花火大会とも知らず寝て
しまいました。夜行バスは若い人が乗るものだとしみじみ
思いました。 前越 路子 
 
先月末、雑貨ショップ「シーナリー」をインテリアショッ
プとしてリニューアルオープンしました。一枚板のテーブ
ルやイスなど木にこだわった物を置いていますのでよろ
しかったら一度遊びに来て下さい。 永家 将嗣 
 
本日早退させて頂きます。 久々野 国良 新井 信秀 
 

 

 

 

 

 

 

昨夜、高山市の情報メールで流れた「松本町地内クマ目撃
情報」は私です。堂々と車の前を横切って行きました。人
間の生活圏と獣の行動圏の間にあったカンショウ帯がな
くなりつつあるのが、最近のクマの出没の増加の原因らし
いですが、どちらが害獣かは見方の違いです。物事、多角
的に見ることも必要ですね。 大保木 正博 
 
土曜日は、剱田さん・三枝さん・伊藤さんありがとうござ
いました。なんとか、新入会を勧めたいと思いますが、タ
ダ喰うかも。 周 信夫 
 
先日の「はぐるま会」腰痛の為当日キャンセルしてすいま
せんでした。 永田 富次 
 
省エネルギーで浮いたお金をニコニコへ。山に登る時は雷
に気を付けましょう。 内田 茂 
 
本日ＳＡＡなのに遅刻、ニコニコ当番なのに早退、と言う
事で謝罪ニコニコ。 都竹 太志 
 


