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読むのが当然で、読まないのはお前だけだよ。」と唖然とされ
る方もおみえと思います。以上で会長の時間を終わります。剱
田、冨士井、永井、島、伊藤、松之木、三枝、橋本、清水、平
林、10 名の会長経験された方々の前で、当たり前の「ロータリ
ー会員の義務」について話させていただきました。

様

＜幹事報告＞

常孝

「こんにちは」前回の会長
の時間では、「便利は、
高価、不便は、安価」とい
う話をさせていただきまし
た。今日は、「ロータリー
会員の義務」について、
話させていただきます。3
大義務は、時代が変わり
移っても不変だと思いま
す。
①例会の出席義務 ②会費の納入義務 ③ロータリーの友を
購読する義務 の三つです。
①例会の出席義務は、メークアップを含めて 30％以下である
場合、クラブ理事会が正当かつ十分な理由があると認めなけ
れば、会員身分を終結できる。②会費の納入義務 原則的に
は、年間２期で納入する場合当期分を期首 40 日以内に納入
する事、納入の無い場合は、幹事が書面で催告する事、 ③
ロータリーの友を購読 ロータリーの友は、自動的にお手元に
届きますが、購読とは、買うだけでなく、読む事を合わせて購
読だそうです。
私の祖父は、高山西クラブのチャーターメンバーで、私が若い
頃、祖父の家に行くと、書斎の机の上には、何時もロータリー
の友が置いてありました。40 数年前でも、色彩はシンプルでし
たが、同じような表紙でした。
例会の出席無くして、ロータリー参加は、無く 会費の納入無
くしては、運営が成り立ちません。①と②には、ペナルティがあ
り、③の購読という義務には、無知という恥が在籍中ついてま
わります。私は、会長という要職にありながら、あまり読まなか
ったばかりに、無知の恥をかいております。理事役員になられ
る方々は、是非、読んでください。「今更、何を言っているの？

幹事

田中 雅昭

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・第 2 回ロータリー財団研修セミナーのご案内
日時：10 月 13 日(土)13：00～
会場：岐阜都ホテル
出席要請者：ロータリー財団委員長または次期会長
・ロータリー財団地域セミナー(ゾーン 1.2.3)事前会
議・懇親会開催のご案内
日時：11 月 25 日(日)16：00～
会場：ホテルグランパシフィックＬＥ ＤＡＩＢＡ
登録料：8,000 円
・ロータリー財団地域セミナー(ゾーン 1.2.3)開催のご
案内
日時：11 月 26 日(月)9：00～
会場：ホテルグランパシフィック LE DAIBA
登録料：10,000 円
・メジャードナー顕彰午餐会のご案内
日時：11 月 27 日(火)１１：３０～
会場：ホテルグランパシフィック LE DAIBA
登録料：５,０００円
・麻薬・覚せい剤乱用防止センター「ニュースレター」
・2013 年度規定審議会ゾーン第１・２・３に於ける立
法案並びに提案事由
・地区大会記念ゴルフ大会のご案内
日時：10 月 29 日（月） 谷汲カントリークラブ
・ロータリーレートのお知らせ
10 月のロータリーレートは １＄＝80 円
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○国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐
より
・インター・シティミーティング開催のご案内
日時：10 月 14 日(日)１５：００～
会場：ホテル水明館
登録料：１０,０００円
〇ロータリー米山記念奨学会より
・中国米山学友会 2012 年総会延期のお知らせ
＜ロータリーの友事務所より＞
・「ロータリーの友」英語版発行のご案内
＜ＨＣ高山 山川 由加 監督 より＞
・第 17 回ジャパンオープントーナメント結果 及び
ぎふ清流国体成年女子組合せの報告

為でもあります。そこで、このような支援に賛同頂き中央
ロータリークラブ様には、3 年間に渡りご支援頂きありが
とうございます。また、今後もご支援頂けると幸いです
(笑)。
このＨＣ高山
というチーム
は、選手一人一
人が働きなが
ら厳しい練習
をしている本
当に小さなチ
ームです。そん
なチームが多くの資金援助をしてもらえる実業団チーム

＜本日のプログラム＞
新世代/青少年育成委員会
高原

と戦います。本当にがんばっているチームなので、どうか
応援の程宜しくお願い致します。

清人

委員長

3 年間に渡り中央ロータリークラブの協力を頂き、ありが
とうございました。

本日の例
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年女子ハン

みなさんこんにちは。3 年間に渡り、本当に激励金をあ

ドボール競

りがとうございました。

技に出場さ
れます、「Ｈ
Ｃ高山」を代
表して、山川監督と小松選手にお越しいただき、間近
に迫っております国体に向けての抱負と、これまでの
ご苦労を語って頂きます。そして高山市ハンドボール
協会会長の針山さんにもお越しいただいておりますの
で、後ほど短めに挨拶を頂戴したいと思っております。
さて、
「ＨＣ高山」は平成 20 年に岐阜県の国体強化
チームの指定を受け、国体に向けて強化に取り組んで

使い道をお話します。チームは選手 17 名、スタッフ 3

こられました。選手の大半が高山出身・高山在住の選

名の合計 20 名で構成していますが、その内国体エント

手で構成されている事が、大きな特徴であり、地域に

リー12 名です。7 名の選手は一生懸命練習しても試合

密着したチームであります。

には出られないという事になります。しかも、県から

この最も身近なチームを応援すべく、当クラブは平成

の補助金が 12 名分しか出ません。東海大会に於いては

22 年、清水会長の折に、今年より 3 年間に渡り各 10 万

12 名分の半分の補助となっており、動けば動くほど、

円を協力金として支援する事と決定されました。本年

勝てば勝つほどお金がかかり、チーム運営が大変にな

最終年度を迎えるにあたり、本例会を「ＨＣ高山」壮

ります。

行例会とし、我々メンバーのささやかな支援が、来る

そんな中、中央ロータリークラブ様よりお金を頂き、

「ぎふ清流国体」において大きく花開くことを願うも

強化をさせて頂きました事を心より感謝致しておりま

のであります。

す。
抽選により対戦相手が強豪中の強豪の熊本ですが、選
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手も本当に勝つために練習しています。優勝するには

針山

順一朗
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みなさん、こんにちは。久々にみなさんの御顔を拝見させ
て頂きます。針山です。
5 年前より清流国体への高山市の支援として、ＨＣ高山の
強化が盛り込まれました。ＨＣ高山というチームで県の代
表を担うという事は、岐阜県の為であり、更には高山市の

どうしても勝たなければなりません。私も必ず勝てる
よう頑張ります。応援してくださる方々に感動して頂
けるよう、最後の最後の日まで試合が出来るよう頑張
りますので、応援宜しくお願い致します。
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こんにちは。いつもありがとうございます。
監督から話があったと思いますが、私たちは、あと・・や
るしかないんで、地元の方々の声援を胸に頑張ってきます。
応援宜しくお願い致します。
また、勝った暁には美味しいものを御馳走してください
(笑)。
今日はありがとうございました。

会長エレクト

山本

辰男

今のご挨拶を聴いていまして、選手といいましても、私と
みると本当に華奢な方ばかりで、それで激しいスポーツを
されているので大変感動しました。
昨日から少し寒くなり、暖かい服でも着ようかとしていま
したら、夏の間に大変成長しておりまして、｢あれ？よわ
ったな…｣と思いました。
あと少しで、国体が始まりますが、是非身体に気遣わ
れ・・・もうここまで来たら怪我をしないように・・・怪
我をしたら何年かの練習も無駄になってしまします。
是非、万全を期して大会に臨んで頂き、頑張って頂きたい
と思います。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日はＨＣ高山の激励例会の開催ありがとうございます。
皆様にお会いできて大変嬉しく思っています。
針山順一朗
本日は高山市ハンドボール協会会長針山様、ＨＣ高山監督
山川様、選手代表小松様、高山中央ＲＣへようこそ。いよ
いよ国体が始まります。全身全霊をもって頑張って下さい。
本日はよろしくお願い致します。
理事役員一同
本日のゲストのお三方ようこそお越し下さいました。特に、
針山先輩、久しぶりの例会出席ですね。来週も出席して下
さい。皆さん、国体出場ご苦労様です。頑張って下さい。
足立 常孝
一昨日、名古屋で開催された「第 21 回ＪＯＣジュニアオ
リンピックカップ 2012 ハンドボール大会東海地区予選会」
の女子の部に高山市４中学で編成したチームに娘も参加
し、勝ち進み、12 月に福島市で開催される本戦に出場が
決まりました。本日のゲストの針山会長や山川監督のご指
導で高山市のハンドボールチームは全国レベルで活躍し
ています。お二人への感謝の気持ちと国体でのＨＣ高山、
ＪＯＣ本選会での岐阜県チームの健闘を祈ってニコニコ
へ。
谷口 欣也

9/23 甥っ子の結婚式が東京青山の教会であり、すごい雨
降りでしたが大変感激した一日でした。また今日は、初孫
の一歳の誕生日で目出度いことが続きましたのでニコニ
コへ。
松之木映一
先週、高山岊城ライオンズクラブの例会にお邪魔し「薬物
乱用出前講座」の卓話をして参りました。参加させて頂き、
ロータリークラブとの違いが良くわかりました。最後にテ
ールツィスターがお祝いを見つけ出して金額を指定する
のが凄かったです。
伊藤 正隆
誕生日の記念品を頂きありがとうございました。
下田 徳彦
今日は親子４人でハワイを満喫しています。休ませて頂き
ます。すいません。それと、先日の高山５クラブ親善ゴル
フでたくさん賞品を頂きましたので合わせてニコニコへ。
岩本 正樹
明日は私の誕生日です。お付き合い頂ける方を募集中です。
三枝 祥一

