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＜会長の時間＞

会長

足立

常孝

本日の例会での「会長の時間」が、
最後になりました。最後に、ロー
タリーのお話をさせていただきま
す。ロータリアンの 3 大義務をご
存知ですか？
例会に出席する事、
会費を払う事、
ロータリーの友を購読する事です。意外に義務違反をしや
すいのが、ロータリーの友を読まない違反です。ロータリ
ーをあまり意識してない。とか？知らないとか？は、読ま
ない義務違反をしているからです。当事者が言うのですか
ら間違いありません。
さて、今月号に、
「国際ロータリー規定審議会」の記事が
掲載されてありますが、読まれた方は、どれくらいおられ
ますか？
「国際ロータリー規定審議会」は、３年に１回の開催で、
今年の 6 月下旬に、シカゴで開催されました。
「ロータリ
ー規定審議会」とは、ＲＩの立法機関で、ロータリーの定
款・細則等の規定を審議する会議です。
今年度は、全世界５３２地区から５２８地区の代表議員が
出席。日本には３４地区ありますが、全地区代表議員３４
地区から出席いたしました。
前回の２０１０年会議で、
「ＲＩ定款」にある「４大奉仕」
が「新世代奉仕」加えて「５大奉仕」に変更され、今回「新
世代奉仕」が「青少年奉仕」へと変更になりました。
ＲＩ理事会から人頭分担金の増額が提案され、１２～１３
年度は、２６.０ドル／人が、毎年０.５ドル増額し、１６
～１７年度には、２８.０ドル／人に増額する事が、採択
されました。
地区の最小単位会員数が１，２００名でしたが、日本の地
区代表議員から最小単位会員数を変更する立法案が提出
され、１，１００名に変更採択されました。
この規定審議会の詳細は、山本エレクトが、先日説明研修
会に出席されてみえます。後日報告していただけると思い
ます。
１年間「会長の時間」として意味不明な発言をいたしまし
たが、最後となりました。１年間有難うございました。

三枝

祥一

１年間、ご協力ありがとうございま
した。
本年度は、委員長・三枝祥一、副委
員長・都竹太志さん、委員・和田良
博さん、坂之上健一さんの５名で、
毎月当番制で担当してまいりました。
今年度の方針を、
「ニコニコＢＯＸにより例会を和ませ、
全会員が参加することにより親睦増進を図り奉仕活動に
役立てる。
」と立てておりましたが、皆様のおかげで、目
標まであと一歩のところまできております。
今日の例会を含めて、あと２回です。現在目標の９６％と
なっておりますので、ぜひ１００％に向けて宜しくお願い
致します。
尚、新年度に入りましてから上位貢献度の方を表彰してま
いります。

広報／雑誌／ＩＴ副委員長

渡辺 修治

【基本方針】
会員に「ロータリーの友」をより多
く読んでいただけるよう記事の紹介
や関連した情報の提供を行うと共に、
地域社会におけるロータリーの認知
度並びに公的イメージの向上を目指し、加えて高山中央Ｒ
Ｃの活動が広く認識されるように広報活動を展開する。そ
の手段としてホームページやソーシャルメディアを積極
的に活用する。
【活動報告】
平成２５年２月、高山３ＲＣ合同で高山市民時報紙にロー
タリー特集号を掲載した。
予算５２，０００円 決算５２，０００円
「ロータリーの友」の記事から注目すべき記事や「ロータ
リーの友」に投稿した当クラブに関連する記事が掲載され
ていたときに紹介をおこなった。
「ロータリーの友」の記事に関連し、
「放射能の内部被曝」
に関するＤＶＤを使用した担当例会を平成２５年４月１
日（月）に行った。
（講師：委員長）
予算 ５，０００円 決算
０円
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【反省点】
「ロータリーの友」の記事からもう少し多くの記事を紹介
できるとよかった。
「ホームページ」内容を外部に対し当クラブの活動や考え
方などを発信できるものにしていくことを予算とのバラ
ンスも考えながら実施していくと良いと考える。
委員さんは積極的に「Facebook」に投稿していただいたが、
委員長自ら投稿が少なかったことを反省している。
「Facebook」名人の次期津田委員長に期待している。

会員増強／職業分類／会員選考委員長兼高山
中央未来委員長
中田 学
【会員増強委員会】
基本方針
「仲間を増やす」 素晴らしさの再確
認を分かち合う
【活動報告】
 8/20 例会 「会員増強を考え①」
6/17 地区セミナーの報告 概要と感想、会員現象の現状
を発表
全体をすべて映すことはできないし、しない方がいい
まずは今のメンバーが納得できる活動
入会しても楽しい、学べる
という事を伝えるのが大切
 2/18 例会 「会員増強を考える②」
JC 伊東理事長以下役員 4 名 互いについて説明
「知り合う」
「関わり合う」←大切－取り組む
私自身が仲間を増やしていない、申し訳ない
ただし意識付け（意識を持ち続けていく中で多くの機会が
生まれる）
これから皆で仲間を増やしていきましょう！
【高山中央未来委員会】
基本方針
①「長期計画を作り、3 年、5 年先の当クラブを考える」
②「委員会で計画をまとめる」
 9/3 例会
足立会長より「委員会設置の意義・想い」
→ずっとこの雰囲気のいいクラブの状態が続くといい。続
くために努めたい、工夫したい
剱田さんより「具体的な事柄・CLP・長期計画」
→地区の状況・実態について
アンケート「未来のイメージ・クラブへの要望」
→何らかの形でいつも行っていく「中央 RC を考える会」
 10/24 委員会
長期計画を「職業奉仕に徹する」
CLP を一部導入（すべき）→次年度会長へ提言
→その方向で進めていただくことになりました。
 12/10 例会
委員会の報告とアンケート報告
強みを伸ばす・特色を出す活動→青少年事業・地域へ継続
的関わりをＰＲする「もちろん 仲良く 楽しく！」
次年度も継続の委員会なので、継続事業を考え続けていく。
ＣＬＰ導入後、運用チェック・フォロー 絶えず変化する
※そうゆう委員会活動を次年度もする

ロータリー情報委員長

冨士井

忠男

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
ルールについて勉強会を行う。
Ｈ24.10.17（水）
ＩＤＭをステーキハウスワンポンドでＰＭ６：３０～開催
しました。新会員４名でしたが 大原さん 前越さん 内
田さんの３名出席の勉強会となりました。講師には歴代会
長 剱田さん 島さん 伊藤さんにお願いしました。
Ｈ24.11.5（月）
ＩＤＭの報告 大原さん
ただきました。

前越さん

内田さんにしてい

Ｈ25.3.18（月）
講師例会 精神保健福祉士 野中 常雄様
東日本大震災で被害を受けられた被災地へボランティア
活動で２０数回行かれた野中さんに“震災の現場に関わら
せていただいて”と題しパソコンを持参でプロジェクター
を見ながらお話を頂きました。

環境保全委員長

新井

信秀

【基本方針】
環境への負荷をできる限り低減し、資
源、エネルギｰの再生と効率化をはじ
めとする循環型の環境にやさしい持
続可能な社会づくりを目指して、環境
資源の保全に努める。
【活動報告】
 平成 24 年 12 月 3 日
高山市では、本年度より新たに環境政策部が設けられてお
り、高山市環境政策部 環境推進課 課長 東田 治 様にこ
れからの環境政策の取組みと、その課題について講話を頂
きました。
 平成 25 年 6 月 23 日
市民の終末処理場施設
下水道センター(クリンピア高
山)の見学をいたしました。
昭和 54 年より供用開始されており、設備関係は現在改修
工事を行なっていました。
想像以上の広さと処理能力でした。

新世代／青少年育成委員長

高原

清人

【報告書】
今年度 3 年目を迎える出前講座を実
施し、3 年間の総括をいたしました。
（出前講座 3 年間の歩みをＤＶＤに
記録し、事務局に保管しております。）
ぎふ清流国体に向けた、ＨＣ高山への
支援の最終年度となりました。
高山市青少年育成市民会議主催の「第２９回家族スナップ
写真展」
「第２１回家庭の日図画展」表彰式に、会長代理
の代理として参加しました。
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【年間活動記録】

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（水）
出前講座「夢を語り合う」 in 白川中学校

平成 24 年 9 月 24 日（月）
HC 高山「ぎふ清流国体」激励例会

平成 24 年 9 月 26 日（水）
出前講座「夢を語り合う」 in 北陵中学校

平成 24 年 12 月 9 日（日）
第 29 回家族スナップ写真展
第 21 回家庭の日図画展
表彰式参加

平成 25 年 3 月 4 日（月）
「出前講座」総括例会

「寄付」
ロータリー財団年次寄付
ポリオプラスプログラム
※本年度会長方針により会計予算より寄付
「餞別」
ロータリー財団奨学生

5000 ドル
500 ドル

50000 円

一年間ご協力ありがとうございました。

米山奨学委員会

代理

田中

雅昭

ロータリー米山記念奨学事業豆辞典
に基づき、中田委員長が説明しました。
その後、各テーブルごとにグループデ
ィスカッションを行い、テーブルごと
の代表に話しの内容の発表がありま

※ご協力いただきました、下田さん、坂家さんを始め、中
央ロータリーメンバーの皆様に感謝申し上げます。
した。

ロータリー財団委員長

坂之上

健一

「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。

「活動内容」
2014 年 11 月 19 日
①ロータリー財団地区補助金担当副委員長：波多野一男氏
による「未来の夢計画」についての卓話。
②中期計画として本年度より進めている「未来の夢計画」
として地区補助金を頂き、来年度 7 月下旬に高山市教育委
員会と県立高山工業高校・市内の小学生さらに地元企業の
協力を得、計画を進めている。

姉妹クラブ交流委員長

剱田

広喜

4 月 6 日（土）
、4 月 7 日（日）
、と姉
妹クラブであります平塚湘南 RC との
合同例会を開催しました。場所は静岡
県掛川市のホテル・宿泊・リゾート施
設「ヤマハリゾートつま恋」で、高山
中央ＲＣ、３２名の参加、うち女性８名、平塚湘南ＲＣ１
１名参加、うち６名新会員で４月６日（土）は、合同例会
並びに懇親会、４月７日（日）ゴルフ及び観光ということ
で、楽しみを共有し更なる、交流の拡大を確認してまいり
ました。

＜ニコニコＢＯＸ＞
私が会長任期中の昼例会は本日が最後となりました。皆様
ご協力ありがとうございました。
足立 常孝

結婚記念日お祝いをありがとうございました。これで、一
年仲良く過せそうです。
西倉 良介

足立さん、田中さん、ステキでした。ご苦労様でした。
周 信夫

6/15 高山カントリーで行われた「ブランド会」で３位に
入賞出来ました。ありがとうございました。 大原 誠

足立会長、田中幹事、一年間大変ご苦労様でした。来週の
お別れ例会は、桜山八幡宮の研修旅行に参加の為出席する
ことが出来ませんので、ご盛会を祈念いたします。
松之木 映一

本年度最後の昼例会です。一年間ありがとうございました。
ニコニコ、まだ間に合いますのでよろしくお願いします。
坂之上 健一

先般は、結婚記念日お祝いをありがとうございました。昨
日 6/16 文化会館での「少年の主張コンクール」を聞きに
行って来ました。高山市各中学生代表 16 名の生徒さんが
発表され、みなさん真剣で各テーマに沿って素晴らしい内
容でした。感動で 2 時間以上かかりましたが眠る暇もあり
ませんでした。
黒地 重雄

