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「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」
◆会長

山本 辰男

◆幹事

中田 專太郎

◆会報委員長 前越 路子
＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局 高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

http://www.takayamacrc.jp/

＜点鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長・幹事

＜会長就任あいさつ＞

◆会報担当 前越 路子

会長

山本 辰男
奉仕の理想

バッジ交換

会長

山本

辰男

只今は会長バッジを付けさせて頂きました。22 年間の重
みがずっしりと感じられ身が引き締まる思いです。
（そう
見えないかもし
れません）
精一杯努めます
のでどうぞ皆様
のお力添えを宜
しくお願い致し
ます。
直前会長の足立
さん、同じく幹事
の田中さん、一年
間本当にご苦労
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前々回
967
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3名
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様でした。たくさんのご功績を残されました。時代にあっ
た財政や、長期ビジョンを見据えた未来委員会、そして一
部クラブリーダーシッププランを取り入れた組織の改変
など手がけられました。今年度はそれに沿って運営をさせ
て頂きたいと思います。
職業奉仕を大きな理念に、青少年・社会・国際奉仕に取り
組めたらと思います。又、当クラブの特徴を生かした長期
プロジェクトを検討し、新しいロータリー財団のプログラ
ムを理解し補助金の活用を図りたいと思います。
もう一つは一回一回の例会の充実を図り、楽しく為になる
プランを委員会メンバーの話し合いから生み出していた
だければありたいと思います。その積み重ねが素晴らしい
ロータリークラブを造ると思います。そこで友愛の広場を
設けさせて頂きます。早く例会所に来た人の憩いの場に、
例会では席が離れていて話せない人と、また委員会の相談
に、会員同士が自由に語らえる場所を、例会の始まる 1
時間前くらいに月 1 回例会所の隅に設けます。飲み物は用
意してありますのでご利用ください。
1000 回記念例会も 4 月にあります。創立 25 周年の準備委
員会も始まりますし、ガバナー取りも動き出しますので重
ねてご協力をお願いします。
楽しく（メンバーが参加しやすい）
、得意な事を（あのク
ラブならその方面なら信頼できる）
、よく話し合って（ク
ラブや委員会のトップが代わってもスムーズに事業が継
続していける）を心に活動をと思います。ありがとうござ
いました。

＜幹事就任あいさつ＞

幹事

中田 專太郎

一年間、いろいろのことがあろうかと思いますが、会長を
しっかり補佐し、いい汗をかきたいと思いますので、どう
かよろしくお願いいたします。
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＜幹事報告＞

幹事

中田

<副会長就任あいさつ＞ 大保木

專太郎

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・ガバナー事務所開設のご案内
・国際青少年交換 2014-15 夏季派遣学生募集のご案内
・ロータリーレートのお知らせ １＄＝９９円
◎国際ロータリー第２６３０地区 2012～13 年度ガバナー
事務所より
・ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
＜会報＞
・美濃加茂ＲＣ

＜入会セレモニー＞
新会員の紹介
氏
名 高橋 厚生
生年月日 昭和 49 年 5 月 20 日
血 液 型 Ａ型
勤 務 先 高橋建設（株）
代表取締役
勤務先住所 高山市西之一色町 3-450-2
趣
味 ゴルフ
推 薦 者 村瀬祐治・堀口裕之

ロータリーバッジ贈呈

＜会長エレクト就任あいさつ＞

永家

将嗣

皆さんこんにちは、今年度 会長エレクトの大役を仰せつ
かりました永家です。
例会時の席は昨年の副会長の時から左に一つ移動しただ
けですが、改めて景色の違いに驚いております。
会長エレクトとしてのプレッシャーが既に始まったのか
と感じています。
さて今年度は会長エレクトとして山本会長の行動をしっ
かりと見て勉強していきたいと思います。そしてクラブ管
理運営委員会も担当していきますので高山中央 RC の長期
事業についても考えていきます。また地区の青少年育成小
委員会もありますので地区の勉強もしっかりと行ってい
きます。
どうぞ１年間よろしくお願いします。

正博

今年度、山本会長の下、副会長を仰せつかりました。
至らぬ点が多々
あろうかと存じ
ますが、会員の皆
様のご協力を頂
戴して一生懸命
努める所存です
のでよろしくお
願い申し上げま
す。
副会長の任務は
会長不在の時の会長任務の代行とされていますが、大変身
の引き締まる思いです。
加えて私たちのクラブにおいて副会長はクラブ奉仕委員
長を兼ねることとなっていますので、クラブ奉仕部門の関
連委員会への助言と相互の連絡調整をすることとなりま
す。より良いクラブ活動が出来る様、各委員会をバックア
ップできればと考えております。
また、今年度には 1000 回例会があり、クラブ奉仕委員
会の担当となっています。
この例会には山本会長が大変力を入れてみえますので、皆
様と意見調整させて頂きながら思い出に残る例会となる
よう努めてまいりますのでよろしくお願いします。
私は入会 21 年目なのですが、
「社会奉仕に関する 1923
年の声明」として有名な「決議 23-34」第 1 条にある「ロ
ータリーの奉仕理念」をお教えいただいて大変よく、また
現実的によく理解できたことを覚えています。私にとって
は正に目から鱗的な理解でした。
「超我の奉仕」というロ
ータリーの理念を抽象的で理想論的なもので分かりにく
いと捉えていましたが、実は「最もよく奉仕する者、最も
多く報われる」という非常に実践的な論理原理であったと
いうことがよく分かり、この時から社会におけるロータリ
ークラブの存在意義を強く感じています。
私はこうした崇高な理念をもったロータリークラブ、そ
の中でもとりわけ仲良く元気がある高山中央ロータリー
クラブに所属していることを大変嬉しく誇りに思ってい
ます。一年間宜しくお願いします。
「決議 23-34」
第1条
（ロータリーの奉仕理念）
ロータリーは基本的には、一つの人生哲学であり、それは
利己的な欲求と義務及びこれに伴う他人のために奉仕し
たいという感情とのあいだに常に存在する矛盾を和らげ
ようとするものである。この哲学は奉仕一「超我の奉仕」
の哲学であり、これは「最もよく奉仕する者、最も多く報
われる」という実践的な倫理原則に基づくものである。

＜会計就任あいさつ＞

三枝

祥一

本年度、会計を担当します三枝祥一でございます。1 年間
宜しくお願い致し
ます。
会長、幹事、理事
会とも十分協議さ
せて頂き、無駄の
内容適宜に処理さ
せて頂きますので
何卒ご協力をお願
い申し上げます。
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＜副幹事就任あいさつ＞

高原

清人
＜7 月のお祝い＞

副幹事を拝命した高原です。

＜会員誕生日＞
大保木 正博
＜夫人誕生日＞
島
良明
橋本 修
内田 茂
永井 信次
岩本 正樹
今井 俊治
本年副幹事ということは、来年はあの永家エレクト元、幹
事を務めなければならないようです。もとよりそのような
大役が私に務まるわけもなく、丁重にお断りしたわけです
が、永家エレクト独特の、高圧的な口撃になすすべもなく
引き受けたしだいです。
幸い新宮一郎さんを始め、幹事の手本となるべき先輩諸兄
が大勢おいでですので、
この 1 年は勉強させていただき、来るべき幹事の職責を全
うできますよう研鑽を積み重ねて行きたいと思っており
ますので、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

＜前年度表彰＞
１００％出席表彰
２２年
２１年
２０年
１６年
１４年
１０年
８年
７年
５年
４年

橋本 修・剱田 廣喜・松之木映一
三枝 祥一・清水 幸平
島
良明
大保木正博・伊藤 正隆
岩垣津 亘
仲谷 政美
永井 信次・今井 俊治
田中 雅昭
津田 久嗣・和田 良博・永家 将嗣
下田 徳彦・足立 常孝
周 信夫・都竹 太志・谷口 欣也

ニコニコ表彰
足立 常孝・剱田 廣喜・島
高木 純・平林 英一

良明

＜結婚記念日＞
長瀬 栄二郎

Ｓ３０年 ７月２７日

八重子
暁子
恵子
洋子
成美
弘美

７月 ６日
７月１０日
７月１７日
７月１９日
７月１９日
７月２９日

Ｈ１６年 ７月 ７日
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＜ニコニコＢＯＸ＞
新年度初日の例会です。どうか皆様 １年間よろしくお願
い致します。高橋厚生新会員の入会を歓迎致します。今後
ともよろしくお願い致します。
理事役員一同
足立さん、田中さん１年間ご苦労様でした。また、会員の
皆様 これから１年間よろしくお願いします。高橋君の入
会を歓迎します。
山本 辰男
山本会長、中田幹事 １年間健康に気を付けて頑張って下
さい。新会員の高橋 厚生さん当クラブへようこそ。気楽
な気持ちで例会に出席して下さい。
松之木 映一・平林 英一・新宮 一郎
足立直前会長、田中直前幹事１年間ご苦労様でした。山本
会長、中田幹事 １年間頑張って下さい。高橋さんようこ
そ高山中央へ。歓迎致します。永家 将嗣・大保木正博
山本会長を中心として新役員の皆様 １年間頑張って下
さい。高橋さん、入会おめでとうございます。
仲谷 政美・久々野国良
山本丸の出港をお祝いいたします。１年間どうぞよろしく
お願いします。高橋 厚生君の入会をお祝いいたします。
これからよろしくお願いします。
冨士井 忠男・津田 久嗣・谷口 欣也・新井 信秀
山本会長、中田幹事 無事の船出おめでとうございます。
１年間、健康には留意され頑張って下さい。高橋さん 入
会おめでとうございます。居心地の良い高山中央へようこ
そ。
高原 清人
新年度になり、新役員の皆様１年間よろしくお願いします。
本日より入会されます、高橋 厚生君、同じ西之一色町内
活動ともよろしくお願いします。
岩垣津 亘

高橋厚生君、入会おめでとうございます。皆様、高橋君を
よろしくお願いします。
堀口 裕之
本年度 ＳＡＡ長を仰せつかりました下田です。１年間よ
ろしくお願い致します。高橋厚生君入会おめでとうござい
ます。長いお付き合いになりますがよろしくお願いします。
先日の親睦コンペお疲れ様でした。スコアーは今一でした
が、楽しいゴルフが出来ました。沢山の賞品を提供頂いた
中田一男さん、ありがとうございました。
下田 徳彦
先月、駅前中央通りに「椿カフェ」をオープンしました。
一階は、オープンテラスで二階は、ゆっくりとして頂くる
カフェです。近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
坂之上 健一
先週の高山中央ＲＣ親睦コンペに少々割り込みをして申
し訳ありませんでした。一昨日、東京で斐高のミニ同窓会
に出席し、女房共々久しぶりに東京の空気を吸ってきまし
た。やはり東京はスゴイ。金がかかる。
中田 一男
先日のゴルフ、優勝させて頂きました記念に。 内田 茂
先日の親睦ゴルフで５位入賞を頂きありがとうございま
した。
和田 良博
先日のゴルフで当たり、少しニコニコへ。

永田

富次

今年度もよろしくお願いします。早退させてもらいます。
西倉 良介
門出の日に申し訳ございません。早退します。
都竹

太志

本年度のニコニコ委員長を務めさせて頂きます。会員の皆
様、積極的にご協力の程、よろしくお願い致します。
大原 誠

