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＜点   鐘＞ 会長 足立 常孝 
＜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 足立 常孝 
 
今日は、新春のメーカー主

催の講演会に参加した話

をさせて頂きます。参加者

は、約 1,300名で、講師は、

元総理大臣の小泉純一郎

さんでした。講演時間が、

90 分。演題は「ピンチが

チャンス」颯爽とあらわれ、

講演が始まりました。 

 「東電の原発事故が、いかに大変で、収束に計り知れな

い費用がかかり、原子力発電は、決して安価なコストでは

ない。」「原発は、ゼロにすべきである。」「代替エネルギー

の開発・電力不足による産業停滞等、ピンチはあるが、乗

り越えればチャンスである。」 

 要約するとこのような内容でしたが、71 歳で、姿勢も

良く、現役時代と変わりませんでした。気になった話を幾

つかされました。 

①「25 年前に厚生大臣をされていて、敬老の日に、全国

に百歳以上のお年寄りは、約 2,000人みえました。昨年の

敬老の日に百歳以上のお年寄りは、何人おられたと思いま

すか？約５万人です。」人生 50 年が、80 年の寿命になり

ました。 

②「日本国内で、水道の水を飲んで死ぬ人は、一人もいな

い。2ℓのペットボトルに水道水を入れて 1 本 1 円以下。

500ml のミネラルウォーターを 105 円」「ただに近い水を

飲まないで、高価な水を飲む日本人は恵まれている。 

③「日本経済が悪化して大変だ。」「年金が不安だ。」と不

満を持っている国民は沢山いるけど、海外から日本を見る

と「日本を理想としている。」人たちが、日本人が想像す

る以上に多いのです。「日本はまだ捨てたものではない。」 

歴代総理大臣で、3番目に長期間続けられた人だけに、人

を引き付ける魅力がありました。 

＜幹事報告＞ 幹事 田中 雅昭 
 

◎ＲＩ本部より 

・ザ・ロータリーアン誌 

・ロータリー財団管理委員長より寄付のお礼 

・ロータリークラブ・セントラルについて 

・ロータリー補助金ニュース 
 
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

・ロータリーレートのお知らせ 

１月より１＄＝８２円 

・国際ロータリー年次大会参加のお願い 

・国際大会における「日本人親善朝食会」について 

・2012－13年度会長賞に関するお知らせ 

・2012 年各セミナー報告書＆ガバナー公式訪問報告書

＆広報 
 
○日本ロータリー親睦ゴルフ大会実行委員長より 

・第 24回 JGFR沖縄大会のご案内 

日 時：3月 18日（月）８：００スタート 

会 場：琉球ゴルフ倶楽部 

登録費：１５,０００円 

締切り：2月 15日 
 
○ロータリー米山記念奨学会より 

・ハイライトよねやま 154 
 
＜飛騨地区小中高生徒指導連携強化委員会より＞ 

・「あったかい言葉かけ運動」カレンダーについて 
 
＜日本におけるロータリー平和センターを支援する委員会より＞ 

・東ケ崎潔記念ダイアログハウスへ募金のお願い 
 
＜中日新聞社文化事業部より＞ 

・「第４４回日展東海展」のお知らせ 
 
＜年賀状＞ 

・村橋元ガバナー ・第 2630地区ガバナー事務所 

・（株）オクトン ・（株）栗本生花店 ・ＨＣ高山 

・（有）第一工芸 ・銀風 ・斐太バス（株） 

・アートフィールド山田恵治 ・はと観光交通（株） 
 
＜会報＞ 

・美濃加茂ＲＣ 
 

◆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 

951 回 
51 名 51 名 41 名 － 80.39% 

前々回 

949 回 
51 名 51 名 44 名 2 名 90.20% 

＜出席報告＞ 創立 1991 年 5 月 20 日 

◇   高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ 

        TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488 

◇   ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600 

◇   毎週月曜日 PM12：30～ 

◇   http://www.takayamacrc.jp/ 
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＜ロータリー財団表彰＞ 

・ポール・ハリス・フェロー 

田中雅昭 

 

 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 
 

＜中間会計報告＞ 
会計   松之木 映一 
 
 
 
 
 
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 委員長 永家 将嗣 
 

副委員長 中田専太郎 

第 1回の「高山中央ロータリークラブを考える会」を平成

24年 8月 10日に行い高山中央ＲＣの強みと弱みについて

意見交換を行った。 

参加者 13名 

 

 

 

 

 

親睦活動委員会 
 

納涼家族例会を 8月 1日、花火大会に合わせ高山文化伝承

館で行いました。（参加者 48名） 

もみじ例会を 10月 21日に上高地で行い、紅葉の上高地を

散策しました。（参加者 30名） 

新年家族例会を 2013 年 1 月 7日にひだホテルプラザにて

行い、津軽三味線を堪能しました。（参加者 63名） 

 

会報委員会 
 

毎回会報を作成してＨＰに載せています。 

 

出席・プログラム委員会 
 

8 月 27 日、ガバナー補佐訪問例会で上野田隆平ガバナー

補佐に卓話をいただき、7月 7日に行われたロータリー財

団セミナーの報告を永家が行いました。 

12 月 17 日の担当例会は歴代会長スピーチで第 11 代会長

藤井さん、第 17代会長 松之木さん、第 21代会長 平林さ

んにお話をして頂きました。 

 

広報・雑誌・ＩＴ委員会 
 

ロータリーの友 1 月号に出前講座の記事を投稿し掲載さ

れました。またロータリーバンドの山ゆり学園への慰問の

記事をガバナー月信とロータリーの友に投稿し、ガバナー

月信 1月号に掲載されました。 

ニコニコ委員会 
 

現在ニコニコは年間目標金額 700,000円に対して 374,000

円で、目標まで 326,000円です。 

 

会員増強・職業分類・会員選考委員会 
 

8 月 20日の担当例会で、6 月 17日に開催された地区会員

基盤増強維持セミナーに出席された中田委員長と堀口副

委員長が報告しました。 

 

ロータリー情報委員会 
 

10月 17日にワンポンドにてＩＤＭを開催しました。対象

者は大原さん、前越さん、内田さん、西倉さんの 4名です。 

11月 5日の担当例会でＩＤＭ報告を大原さん、前越さん、

内田さんの 3名の方にして頂きました。 

 

社会奉仕委員会 委員長 伊藤 正隆 
 

①中央ロータリークラブの

社会奉仕委員長は、その

年の飛騨慈光会後援会・

運営委員になっています。

岩垣津・永家・下田・伊

藤と順に続いています。

後援会会長は岡田賛三さ

ん(高山西ＲＣ)です。会員の皆様には毎年後援会費を振

り込んでいただいてありがとうございます。後援会から

毎年 2600 万円程が飛騨慈光会に寄付金として渡されて

います。本年は広報委員として後援会報に記事(感想程

度)を載せるために、6 月 8 日に各施設の訪問視察をし

てきました。山ゆり学園・ゆりの子・高山やまゆり園・

夕陽ヶ丘・清和寮・大野山ゆり・障害者就業生活支援セ

ンターのぷりずむを廻り現況を見てきました。他に吉城

山ゆり園・古川分場・益田山ゆり園・飛騨うりす苑があ

りますが時間がなく訪問できませんでした。会報の編集

委員会に 2 回出席しコメント記事を掲載していただき

ました。中央ＲＣのロータリーバンドが訪問演奏を企画、

バンドマスターの橋本修さんと高山山ゆり園を見学さ

せていただきながら 11 月 3 日に演奏会を実施し好評で

した。 

②本年度の委員会方針を「温故知新・高山をもう一度見直

そう」とし一回目（11/26）の担当例会は移動例会・飛

騨高山まちの博物館で館内見学を行いました。 

二回目（1/28）の担当例会は高山市史編纂委員の田中彰

氏に高山の歴史について講話をしていただく予定です。 

③新世代・青少年委員会は 3 年目となる出前講座を国府

中・北陵中等で行いました。参加のメンバーには感謝し

ております。 

④環境保全委員会は 12/3 高山市の環境推進課 東田課長

より「高山市の環境政策への取組」と題して卓話をして

頂きました。6/3には、高山市の下水道センターへの移

動例会を予定しております。 
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職業奉仕委員会 委員長 清水 幸平 
 

職業奉仕への理解を深め、職

業を通じての奉仕の実践を

啓発することを基本方針と

する。 

 10 月の職業奉仕月間での

担当例会では、剱田廣喜さん

を講師として迎え、 

職業奉仕についてのお話を拝聴し、会員一同深く理解する

ことができました。 

 

国際奉仕委員会 委員長 久々野 国良 
 

今年度の計画は、前半に予定はなく、後半に 

1．2月 25日「国際理解を深める講師例会」を予定してお

ります。 

例年と同じになりますが、

高山市役所へ国際交流員

として中国から来ていた

だいている商さん（女性）

に話をして頂くようにし

ておりますが、その中身

は、出来れば出身地の観光ガイド的な事ではなく、時

節柄難しい事になっておりますが、中国の一般国民は

何を思い、日本に対してはどう思っているか、お話の

できる範囲で話して頂こうと思っております。 

2．5月 25日「国際奉仕を考える例会」を実施したいと思

っております。 

予算は、講師の謝礼として   5,000円 

      飛騨高山国際協力会 年会費 15,000円 

合計 20,000円となっております。 

 

ロータリー財団委員会 
 

ロータリー財団年次寄付目標 5,000$ 

ポリオプラスプログラム寄付目標 500$ 

に対しまして、 

11月 22日 

 ロータリー財団寄付 5,250$ ＝ 420,000円 

12月 20日 

 ポリオプラス寄付 500$ ＝ 40,000円 

 ロータリー財団奨学生選別   50,000円 

を支出しております。 

また、11月 19日にはロータリー財団地区補助金担当グル

ープ副委員長 波多野さんによる卓話「未来の夢計画」を

していただきました。 

下半期の活動予定は無しとなっております。 

 

米山奨学委員会 
 

11月 12日「米山奨学金」についてアウトラインを説明し、

その後グループに分かれ「米山奨学金」についての熱いデ

ィスカッションをして頂き、最後に各グループの発表をし

て頂きました。 
 
 

＜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＞ 

 

今朝は、高山市内が－6.0度、ムマイは－16.0度だったそ

うです。皆さん気を付けて過ごしましょう。 足立 常孝 

 

ロータリーの友に登場させて頂きましたのでニコニコへ。 

 長瀬 栄二郎 

 

ガバナー月信に「セブンスター」が出ていましたのでニコ

ニコへ。 道下 利一 

 

幹事よりニコニコ出せと命令が下りましたので、しぶしぶ

ニコニコへ・・・。 高原 清人 

 

幹事より請求がありましたので・・・。 

 坂之上 健一 

 

今週は少し寂しい状況ですので来週のニコニコを皆様よ

ろしくお願いします。 和田 良博 

 


