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＜点 鐘＞ 会長 山本 辰男 

＜ロータリーソング＞ 奉仕の理想 

  

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

今日も大変立て込んでいます。決算・予算の審議もありま

すし、それぞれの委員長さんに今年の思いを十分に話して

頂きたいので会長の時間は手短にします。 

ロータリーの友

の 6月号と 7月号

の同じ 4ページ違

いを見て頂けま

したか？もちろ

ん年度が替わり

ましたのでＲＩ

のテーマは違い

ます。そしてもう

一つロータリー

の綱領が、ロータリーの目的に変わりました。原文はその

ままで和訳が違ってきたのです。より解りやすくなってき

ましたので是非お読みください。 

ロータリーに入会したときに事務所等に四つのテストと

一緒に揚げて於くようになっていますがいかがでしょう

か。額はそのままで中身ペーパーだけ取り寄せて掛けて頂

くようにと思っています。宜しくお願いします。それから、

去年の 7月に法律が変わりましたが、何でしょうか？生レ

バーの提供が禁止になりました。肉の場合と違い内部まで

腸間出血性大腸菌Ｏ157が入り込んでいて、いろいろ試み

ましたが除去できないことにより禁止になりました。もう

一度食べてみたいですね。暑くなり、食中毒や熱中症のシ

ーズンになりました。気を付けてください。 

 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 中田 專太郎 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

  ・地区大会事務所開設のご案内 

    〒511-0061 三重県桑名市寿町 3-27 

          医療法人（社団）佐藤病院分院内 

     ＴＥＬ:0594-25-2630 ＦＡＸ:0594-25-2631 

     Ｅ‐mail:1314taikai@rid2630.org 

  ・バギオだより 

＜クラブアッセンブリー＞  

 

クラブ管理運営委員長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、クラブ管理運営委員会を担当させて頂

く永家です。副委員長には久々野さんになって頂き 2人で

この委員会を担当

させて頂きます。 

このクラブ管理運

営委員会はＣＬＰ

に基づき今回初め

てできる委員会で

す。 

山本会長からは高

山中央ＲＣの長期

目線にたって事業

を考えて下さいと

の事でしたので、特に私たちの強みである青少年育成に焦

点を当てていきたいと考えています。 

今では「出前講座」等も高山中央が中心になって進めてき

ましたが将来的には行政も巻き込んでいきたいと思いま

すし、また別組織を作って移管していく方向の模索をした

いと考えております。 

まず今年度は教育委員会との連携を図り、まず話し合いを

進めていきます。すでに教育長とのお話は済んでおり担当

者も決めて頂きました。 

とりあえず 7月 11日に第 1回の会議を行います。 

1年間宜しくお願します。 

【活動計画】 

平成 26年 3月 17日（月） 

元鈴鹿市教育長の水井健次氏をお迎えして卓話を頂く。 

高山市教育委員会との会議を定期的に持ち長期事業を考

える。 

【予算】 

50,000円 

 

 

 

奉仕プロジェクト委員長 坂之上 健一 
 

【基本方針】 

奉仕プロジェクト委員会の六委員会と連携し、地域社会の

発展に寄与する。 

◆会長  山本 辰男   ◆幹事  中田 専太郎   ◆会報委員長 前越 路子  ◆会報担当 伊藤 正隆 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

970 
51 名 50 名 45 名 － 90.00% 

前々回 

968 
51 名 51 名 42 名 3 名 88.24% 

＜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/ 

WEEKLY REPORT 
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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」 
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【活動計画】 

平成 25年 7月 27日（土）9：00～16：00 

 「親子で体験 春慶塗マイ箸作り」 

飛騨を代表する伝統工芸である「春慶塗」を次世代につな

げるべく体験学習として高山市内の小学生を対象とし親

子で体験して頂くプロジェクトを高山市教育委員会・高山

工業高等学校・並びに春慶塗を営む企業の方々の協力を得、

さらにロータリー財団の地区補助金を頂き計画致してお

ります。 

 

【予算】 

150,000円 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ奉仕委員長 大保木 正博 
 

副会長：新井 信秀 

【基本方針】 

1. クラブ奉仕部門の委員会のサポートを行い、より良い

クラブ運営ができるように、バックアップする。 

2. 意義ある 1000回記念例会となるよう、例会計画を行

う。 

【活動計画】 

平成 26年 4月 21日（月） 

 「1000 回記念例会」 

【予算】 

300,000円 

 

 

 

 

 

 

会員基盤増強委員長 島 良明 
 

副会長：村瀬 裕治 

 

【基本方針】 

1. 会員増強と、職業

分類と、会員選考

の各委員会と協力

して、会員の純増 3

名を達成すると書

いてありますが、純増 3名を目指したいということで

す。 

2. 退会防止の為、新会員の歓迎会や維持対策親睦会活動

の参加を促進する。 

以前、地区へ出掛けまして、会員増強の目的の話を聞きま

したら、多くのクラブが、クラブ運営費が不足だから、会

員さんを増やして会費を貰い、クラブ運営費を捻出するた

めだという話を聞いた事があります。 

自分たちが、ロータリー活動をする為に、お金が無いから

新会員に助けてもらう等という、ロータリークラブは、基

本的にロータリークラブの資格は無いと私は思います。 

従って、今年の会員基盤増強委員会と致しましては、無駄

なクラブ運営費捻出の為の、会員増強は致しません。無駄

と思われる経費支出については理事会等で細かくチェッ

クしていきます。 

あくまでも、入ってから良かった『高山中央ロータリーク

ラブ』を作りたいと思っております。 

【予算】 

63,000円 

 

 

職業奉仕委員長 岩垣津 亘 
 

副委員長：中田 一男 

委  員：冨士井忠男、剱田廣喜、都竹太志 

【基本方針】 

会員が職業奉仕の目的を深く認識し、職業奉仕を実践する

活動を研究し啓発する。 

【活動計画】 

平成 25年 10月 7日（月） 

 「職場訪問例会」 

飛騨信用組合さんの新しい本店に訪問する予定です。 

大原さんよろしくお願いします。 

平成 26年 3月 3日（月） 

事業の後継者（次期社長、次期所長）のスピーチをして頂

く事を計画しています。 

【予算】 

10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ・Ａ・Ａ 下田 徳彦 
 

副委員長：渡辺 修治 

委  員：仲谷 政美、久々野国良、松ノ木映一、 

     新宮 一郎、田中 正昭、津田 久嗣、 

     堀口 裕之、長瀬栄二郎、高橋 厚生 

【基本方針】 

例会が支障なく整然と行われるように、会場準備・監督に

当たる。 

【活動計画】 

平成 25年 8月 19日（月） 

 「ガバナー公式訪問例会」 

全クラブの集合写真の段取りよく進め多くの方に参加し

て頂きたいと思います。 

今年度からはじめた「友愛の広場」の管理を一年を通して

行います。 

【予算】 

10,000円 

【お願い】 

当日例会を欠席される方は、10：00までに事務局に連絡

してください。 
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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、足立 常孝、田中 雅昭、 

     山本 辰男、中田專太郎、永家 将嗣、 

     高原 清人 

【基本方針】 

昨年度、クラブは長期

計画を『職業奉仕に徹

する事』と定め、ＣＬ

Ｐを一部導入しまし

た。改編された新しい

組織が存分に機能し

未来に向かって大い

に発展するよう「長期

計画」と「ＣＬＰ」と「委員会活動」の相互の整合性を確

認して、新組織の運営等について検証します。継続事業の

取扱いと管理について検討します。 

【活動計画】 

平成 25年 12月 2日（月） 

 「ＣＬＰについて」 

（一部導入、内容の理解深めたい） 

【予算】 

10,000円 

 

 

創立 25 周年準備委員長 橋本 修 
 

副委員長：松之木映一 

委  員：永家 将嗣、大保木正博、田中 雅昭、 

     高原 清人、永井 信次、下田 徳彦、 

     堀口 裕之 

3年後に向けて今か

ら準備をしようとい

う理事役員の合意で

立ち上げるという事

は、創立 25周年の記

念事業を全会員でや

りましょうという結

論です。 

【基本方針】 

“全会員が主役”という事ですので、今から少しずつ基金

を集めることから始め、委員会のメンバーさんのお知恵を

拝借しながら方向性を打ち出していこうと思っておりま

す。皆様方のご協力よろしくお願い致します。 

【予算】 

10,000円 

親睦活動委員長         都竹 太志 
 

副委員長：松之木映一 

委  員：高原 武夫、和田 良博、谷口 欣也、 

     坂之上健一、黒地 重雄、坂家 賢司、 

     高橋 厚生 

【基本方針】 

“全会員が主役” 

【活動計画】 

昨年度同様、会員間の親睦を図り、楽しいクラブ活動を目

指した企画運営をする、です。 

今年度の方針等々をお伺いする機会も無く事業計画を立

てましたので、どこまで会長の本意にそったものかわかり

ません。しかし、1度の集まりではありますが、メンバー

全員で考えた事業計画です。取り敢えず合格点も頂きまし

たので、メンバー全員で事業計画に沿って運営していきま

す。そして当ロータリーの運営に少しでもお役に立つ様努

めていきますので皆様方もご協力お願い致します。 

【予算】 

650,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員長 前越 路子 
 

副委員長：伊藤 正隆 

委  員：今井 俊治、平林 英一、岩垣内 亘、 

     岡崎 壮男、中田 学 

【基本方針】 

会員間の距離を近づける

のに役立つ、例会に出席

できなかった会員に例会

の雰囲気がそのまま伝わ

る会報作りを目指す。 

【活動計画】 

会報は原則Ａ４版２頁と

し、会報委員が例会ごと

に交代で作成を担当する。 

担当例会がないため、会報作りに専念します。 

【予算】 

531,600円 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 

 

暑くなって来ました！！本日は総会。よろしくお願い致し
ます。 理事役員一同 
 

足立さん、お疲れ様でした。山本さん、一年間頑張って下
さい。栄えあるニコニコ表彰 No４に入りましたので、今
年も頑張ろうと思いニコニコへ。 高木 純 

 

先週は、誕生日のお祝いを頂きありがとうございました。

体脂肪も測れる万歩計。早速利用させて頂きます。 

 大保木 正博 

 

 

 

昨日は、一日孫もりでした。健全な一日を過ごせたことに

感謝して。                三枝 祥一 
 

7/6 に名古屋ゴルフ倶楽部和合コースでプレーして来ま

した。スコアもまずまずで素晴らしいコースを満喫できま

した。 大原 誠 
 

 

 


