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＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐

生年

様

＜会長の時間＞

勝川

会長

山本

辰男

本日は今年初めてのお客さんです。勝川ガバナー補佐にお
いで頂きました。後程お話をして頂きます。大変楽しみに
しています。どうぞ宜しくお願い致します。
それから、16 日に会員の三浦和美さんのお母様がお亡く
なりになられました。心よりご冥福をお祈りします。
本日のスケジュールも 12 の委員会の年間計画を話してい
ただきます。どうぞ宜しくお願いします。
本日は食事に鰻が出れば土用丑、出なければ選挙の話をし
ようかと決めていました。
昨日、参院選挙の投票日でしたが、いかがでしたか？昨晩
テレビを見ていましたが、皆さん真っ黒に日焼けをして夏
場の選挙の大変さがよく分かりました。
先輩に会長の時間に話してダメなのは、内輪の揉め事・人
の悪口・他人の懐具合・天下の戦の話と教えられました。
まるでお茶席での禁止会話と一緒ですね。それに触れない
程度でちょっとお話をします。ネット選挙が解禁になり、
24 時間選挙が始まりました。若者の関心は変わってくる
のかなと見ていましたが、あまり変わらないようです。投
票率にもそれが現れ岐阜選挙区での参議院選挙では過去
最低の 52.95％でした。残念です。これから政治課題は山
積みで、TPP 問題、消費税、原発再稼働、憲法など是非若
者が監視を持つ方法を考えたいものです。
まだしばらく暑い日が続きますが気を付けてお過ごしく
ださい。今度の土曜日はマイ箸作りの例会ですが宜しくお
願い致します。

幹事

中田 專太郎

◎国際ロータリー本部より
・ザ・ロータリーアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・地区世界社会奉仕補助金申請受付けのご案内
・全日本ロータリークラブ親睦合唱祭のご案内
開催日：平成 26 年 6 月 7 日（土）
会 場：愛知県芸術劇場コンサートホール
・出席率の算出の改正について
・2013 年度地区協議会分科会資料について
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・事務所開設のご案内
〒507-0037 岐阜県多治見市音羽町 2-33
マーブル音羽館 202 号室
TEL 0572-21-2630
FAX 0572-21-2631
E-Mail 1415＠rid2630.org
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
８月１日（木）18：30～
恵の久 納涼ゆかた例会
８月１５日（木） 休会
８月２２日（木）→１９日（月）ひだホテルプラザ
高山３ＲＣ合同ガバナー公式訪問例会
○高山西ロータリークラブより
・高山５クラブ親善ゴルフコンペのご案内
日 時 ９月８日（日）8：00 スタート
会 場 飛騨高山カントリークラブ
参加費 8,000 円

＜ガバナー補佐訪問＞
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐

勝川 生年

様

高山中央ロータリークラブの皆様 2013－2014 年 加賀
ガバナーのアシスタント役として訪問をさせて頂きに参
りました。加茂東クラブ所属 勝川 生年(なるとし)と申
します。クラブ訪問も今日で 8 クラブ目に成りますが未だ
に緊張が治りません初めての大役で経験も浅く大変不慣
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れでご迷惑・ご心配お掛けするかもしれませんが、2630
地区と濃飛グループの為に一年間お役に立ちたいと思っ
ております。どうぞ宜しくお願いいたします。

＜クラブアッセンブリー＞

・三九歳で入会し現在 55 歳のまだまだ若造です
・ 職業分類は現在コンビニエンスストアー経営、可児市
2 店舗
多治見市松坂町に先月 21 日に新店を開業し 3 店舗経営し
ています

副委員長：岡崎 壮男
委
員：岩本 正樹、道下 利一
【基本方針】
１.基本となる例会出席率の向上をめざす。
１．ロータリー活動の共通理解と会員相互の交流を深めら
れるような有意義なプログラムを製作する。
１.５回の担当例会では会員スピーチの実施。
会員の会社・自分の生き
ざま等自由なスピーチ
を通して自己･会社 PR を
していただく。
自己 PR 自社 PR スピーチ
を通して会員一人ひとりの
人生観を知ることにより、
会員同士の絆を深める。
会員専用 HP にスピーチの動画あるいは PDF 形式で文章等
を設定する。

加賀ガバナーのご紹介 桑名西クラブ所属 桑名萬古焼、
陶工、第３代 加賀瑞山先生 三重県無形文化財の指定を
受け、赤絵の技法「更紗文様（さらさもんよう）
、山水桜
閣（さんすいさくらかく）の窓絵（まどえ）
」
、萬古青磁の
技法の復活に努めました。
その加賀ガバナーよりクラブにお邪魔した際是非、お願い
を託されております。10 月 19〜20 に桑名で開催されます
地区大会に、会員数の半数以上のご参加をお願いしてくだ
さいと強く頼まれております。村橋年度の地区大会では
1612 名が参加され、加賀さんも同じかそれ以上の素晴ら
しい地区大会にしたいと望んで見えます。高山の皆さんは
会場にも大変遠路の状況も説明致しましたが、加賀がバナ
ーも重々承知の上「登録だけでもいいので」お願いしてき
てください、と託されましたのでご理解の上宜しくお願い
申し上げます。
加賀修ガバナーのテーマ「脚下照顧」ですが地区の状況に
併せて視て取り組んでください、具体的にはとにかく皆様
が「本気」で「ロータリーを実践して下さい」と強調され
ています。
あと一つ会長賞への取り組みのお願いですが、高山中央さ
んは毎年受賞をされておられ、活動計画書にも詳細かつ具
体的に明記され是非、他のクラブにもご紹介したい資料と
考えます
今週土曜日には「飛騨の伝統工芸春慶塗」を地元 40 名の
子供に実体験してもらう「マイ箸作り」地区補助金を活用
され財団へのご理解も素晴らしいと感じます。そして 4
月には山本会長さんが今年のハイライトと銘打って楽し
みにされています「1000 回例会」既に予算も工夫捻出さ
れさぞ素晴らしく楽しい例会になる事に違いないと思い
ます。更に大きな節目の「創立 25 周年記念を祝う会」
そこで燃え尽きる事無く翌２６年度には壮大な計画を実
現に向け熱望されて見えます。私は高山中央さんの素晴ら
しい活動と未来に向けての夢をガバナーにお伝えする職
務を頂きました。高山中央さんにとって本年度は重要な時
期と感じます。AG として精一杯頑張ります。どうぞ今年
１年宜しくお願いいたします。

出席/プログラム委員長

社会奉仕委員長

新宮

和田

一郎

良博

副委員長：橋本 修
委員：永井 信次、西倉 良介
基本方針は、時代に合った、地
域が求めている、新しい社会奉
仕活動へチャレンジの啓蒙。
活動計画の中で担当例会２回
です。
9 月 9 日 高山市に於ける、社
会奉仕の問題点と現状
2 月 24 日 演題は未定ですが、
「仕事と生活の調和等」と題していずれも高山市より講師
派遣をお願いしております。
他の活動としては飛騨慈光会後援会員として参加してお
ります。
予算としては、
高山市市民憲章推進協議会年会費 10,000 円
高山市社旗福祉協議会年会費 5,000 円
高山市都市提携委員会年会費 10,000 円
合計で 25,000 円の出費を予定しています。

広報/雑誌/ＩＴ委員長

津田

久嗣

副委員長：内田 茂
委
員：高木
純、高殿 尚
【基本方針】
会員に「ロータリーの友」をよ
り多く読んで頂ける様、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、加えて高山中央ロータリーク
ラブ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 FB のソーシャルメディア
ネットを積極的に活用する。
【活動計画】
「ロータリーの友」精読の奨励と記事を紹介する。
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当クラブの活動状況を高山市民時報紙に掲載するほか、
「ロータリーの友」
「ガバナー月信」
「ホームページ」
「Facebook」に投稿、配信する。
平成 26 年 2 月中旬
高山 3RC 合同で高山市民時報紙にロータリー特集号を
掲載する。
平成 26 年 3 月 31 日（月）
担当例会卓話 ホームページ・ファイスブック等の公演
を有識者に依頼する
【予算】
57,000 円

環境保全委員長

谷口

欣也

環境保全委員長を務めさせていただきます谷口でござい
ます。副委員長は平林英一さん、委員は内田茂さんの 3
名で運営させて頂きます。
基本方針は、
「環境問題に関
心を持っていただくための
例会を設営する」とさせて
頂きました。
活動内容は、例会を 2 回担
当させて頂きます。1 回目は
5 月第 1 例会で、
「環境根の
負荷を軽減するために取り組んでいる企業視察」を、2 回
目 6 月第 2 例会で、
「環境問題に詳しい講師をお招きして
の卓話」を予定しています。共に今年度終盤での開催予定
ですので詳細はまだ詰めていませんが、有意義な例会とな
るよう少し時間をかけて検討したいと思っています。
1 年間どうぞよろしくお願いいたします。
【予算】
10,000 円

ニコニコＢＯＸ委員長

大原 誠

副委員長：高原 清人
委
員：島
良明、新井 秀信
【基本方針】
会員はもちろんのこと、会員
の事業、ご家族、ご親族等の
慶事・祝事等に関心を持ち、
会員に対し失礼のないように
ニコニコに対する自発的な寄
付行為を等を促し、また、例
会での発表においても、丁寧
なお礼の言葉と笑顔をもって紹介するなど、ニコニコへの
積極的参画意識が高まるよう、クラブ風土の醸成に努めま
す。
【活動計画】
① ニコニコ委員 4 名により、それぞれ月ごとに担当する。
② ニコニコに参加回数の多い会員や参加コメントが良
かった会員等、ニコニコへの貢献度が高いと当委員会
が判断した会員を表彰し、記念品を贈呈する。
※予算 15,000 円
③ 年間目標金額 700,000 円
④ ニコニコ月別担当 大原：7・11・3 月
高原：8・12・4 月 島：9・1・5 月
新井：10・2・6 月

新世代/青少育成年委員長

堀口

裕之

新世代/青少年育成委員会は、委員長に私堀口、副委員長
に黒地さん、委員に清水さん、村瀬さんの委員会メンバー
で基本方針である「青少年の
健全育成の一助となる活動
を推進する」をもとに活動し
ます。
例会は 8 月 5 日を担当例会と
して予定しており、会員の皆
さんに少しでも新世代/青少
年育成について考えて頂け
るように委員会メンバーを中心に会員スピーチによる例
会を予定しております。
【予算】
30,000 円

ロータリー情報委員長

永井

信次

副委員長：清水 幸平
委
員：足立 常孝、伊藤 正隆
【基本方針】
会員に、ロータリーの知識と
理解を深めるための情報を提
供する。特に、新人会員を中
心に、ロータリーを充分に理
解し、会員の特典と責務を把
握できるように支援するため
の勉強会を行う。
(IDM 開催は、11 月初旬を予定。)
【予算】
45,000 円

国際奉仕委員長

周 信夫

平成 25 年 12 月 9 日に高山西
高校での海外交流事業とホス
トファミリーの勧めについて
高山西高校教諭 Brailsford
雅 先生に卓話をお願いして
います。青少年育成と国際奉
仕について学びましょう。
平成 26 年 3 月 24 日にスリラ
ンカ医療援助を通じて発展途上国での医療の現状につい
て高山赤十字病院 竹中 勝信 先生に卓話をお願いして
います。発展途上国での医療水準を知り何故国際奉仕が必
要か考える機会になります。
【予算】
30,000 円

友好クラブ交流委員長

高木

純

友好クラブ交流委員長を仰せつ
かった高木 純です。
今年は 4 月に嬬恋にて平塚湘南
ロータリーとの合同例会を行い
ましたので、特に行事予定はあり
ません。
平塚湘南ロータリーの友好クラブ委員長 杉崎一雄様に連
絡をとりましたところ新入会員が増えて高山にぜひ行き
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たいとの事ですので、来年の当クラブの 1000 回記念例会
が 4 月 21 日近辺に行われるため、その機会を利用して来
高されるとのことですので、また来年になりましたら、緊
密に連絡をとって行きたいとおもいます。
メンバー紹介より、自分の MC を優先される創立 25 周年準
備委員長の言うことをよく聞いて友好を深めて行きたい
と思いますので、よろしくお願いします。

ロータリー財団委員長

岩本

正樹

みなさんこんにちは、ロータリー財団委員長の岩本です。
宜しくお願い致します。
副委員長に道下さん、委員は冨士
井さん、大原さんで運営させて頂
きます。
予算は担当例会、卓話のお礼とし
て 1 万円予定しております。
この 7 月からロータリー財団の
未来の夢計画による新しい補助金制度が全面的に実施さ
れます。これまでの制度下では財団の補助金は日本以外の
発展途上国などに大半が使われてきましたが、これからは
新地区補助金として簡単に言ってしまうと寄付したお金
の 25％程度を地元の人道的プロジェクトや、教育的プロ
ジェクトに使用が可能になりました。
我がクラブでは早速奉仕プロジェクト委員会が今週土曜
日に実施されます「親子で体験 春慶塗マイ箸作り」にこ
の新地区補助金を活用いたします。
これからも、各委員会のみなさまには新地区補助金の活用
の検討宜しくお願い致します。
それと、昨年度は財団寄付金を食事を節約したお金で捻出
しましたが、今年度は会長の意向により、皆様方ひとり
100 ドルの寄付をクラブ会費とは別に集めさせていただ
きたいという事ですので、大変ご負担ではございますが、
ご理解のほど宜しくお願い致します。

米山奨学委員長

今井

俊治

本年度、米山奨学委員会の委員長を仰せつかりました今
井俊治です。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

今年度、米山奨学委員会は、委員長 今井俊治と、副委
員長 永田富次さん、委員に渡辺修治と三浦和美さんの 4
名のメンバーで活動を行います。
基本方針としては、米山奨学会の情報(歴史・目的・意義)
を会員に伝達し、米山奨学の理解を推進することとしたい
と思います。そのために、米山月間において、担当例会の
開催を予定しています。
具体的には 2012 年 10 月 28 日(月)の例会を日本ロータリ
ーの創始者で日本ロータリーの父
ともいえる米山梅吉氏を理解する
ための例会とし、趣旨説明を行った
後、DVD「水漫々の… 米山梅吉そ
の生涯」(24 分)の鑑賞を行う予定で
す。DVD のタイトルは変更の可能性
もありますが、例会の予算として、
5 千円を見ています。
会員の皆様のご協力のもと一年間活動を行いたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

会員増強/職業分類/会員選考委員長
長瀬 栄二郎
委員長は私、長瀬、副委員長に三枝さん、委員に大保木さ
ん、周さん、下田さんという構成で取り組んでまいります。
基本方針は、
高山中央ロータリークラブの良さと
存在意義を会員全員で再確認し、各会員のモチベーション
をもって仲間の輪を広げる活動
に取り組みたいと考えておりま
す。未充填の職業分類を作成し、
新規会員に推薦された方の適正
調査と理事会への報告を行いま
す。今期は純増 3 名を最低目標と
して取り組みたいと存じますの
で、皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
担当例会は 2 回です。
9 月 2 日に地区会員基盤増強維持部門の担当諮問委員によ
る講話として、鈴鹿シティＲＣの山川様にご講話頂きます。
12 月 16 日には当委員会の会員より「ロータリーに入会し
てよかったこと」というテーマでスピーチを頂きます。

＜ニコニコＢＯＸ＞
今年一年 2630 地区と濃飛グループのお役になれる様努力
いたします。よろしくお願い致します。
濃飛グループガバナー補佐 勝川 生年 様

加茂東ＲＣ 中島会長さん、ようこそおいで下さいました。
ロータリーバンドでお世話になりました。また、復活のス
テージを楽しみにしております。
橋本 修

本日はメーキャップをよろしくお願いします。
下呂ＲＣ 上野田 隆平 様

先週、大阪へ学会に行って来ました。大阪の夜は楽しかっ
たです。
周 信夫

ガバナー補佐訪問に便乗しました。よろしくお願いします。
加茂東ＲＣ 中島 静彦 様

先日は参議院選挙では清き１票の投票をありがとうござ
いました。本日から市長も公務に復帰しております。と、
言う訳ではありませんが早退させて頂きます。
西倉 良介

ガバナー補佐 勝川生年様、上野田隆平様、中島静彦様、
の訪問を歓迎致します。
役員一同
勝川ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。また、前ガバナ
ー補佐の上野田さん、加茂東ＲＣ会長の中島さん、ようこ
そおいで下さいました。歓迎申し上げます。 山本 辰男
勝川ＡＧ、中島会長、上野田様のご来訪を歓迎致します。
永家 将嗣

本日、早退させて頂きます。

黒地 重雄・高殿 尚

