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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 専太郎

◆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＞
会長 山本 辰男
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー
＜本日のビジター＞
鈴鹿シティロータリークラブ
村上

道哉

様

＜本日のゲスト＞
国際ロータリー第 2630 地区
会員基盤増強維持部門委員
山川 啓止

様

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
976 回

51 名

50 名

46 名

－

92.00%

前々回
974 回

51 名

50 名

47 名

0名

94.00%

又、東京はプレートの境界線上にある町だそうです。日本
列島自体、大陸プレートの最端にありすぐそこを海側プレ
ートが沈み込んでいる最悪の場所にあるわけですから、地
震予知、防災、耐震などの産業を育てていくたくましさを
持ちたいです。
各地で防災訓練が行われました。もちろん高山でも行われ
ました。飛騨地方も沢山の断層がありますし、近くに活火
山があり急峻な地形は土砂崩れを生みます。最近災害報道
の仕方も変わり、自分の命を守る行動をして下さいという
言い方になりました。普段から是非自分を守る行動はどう
いう事なのかを、家庭や会社で話し合ってみてください。

＜幹事報告＞

＜会長の時間＞

◆会報担当 岡崎 壮男

会長

山本

辰男

9 月に入りました。近郊所在からはお祭りの練習の音や、
学校から、運動会の練習の音が聞こえてきます。
さらっとした真夏とは違う何かぎゅっとつまった音に感
じます。
本日の例会は、新
しい名前の委員
会、会員基盤増強
委員会の担当で
す。島委員長よろ
しくお願いしま
す。ゲストに地区
の会員基盤増強
維持委員の山川
さんに来ていただいています。2630 地区の会員増強はワ
ースト 5 にあるみたいです。会長賞の絡みもありますし是
非皆さんで勉強させて頂きたいと思います。
さて、昨日は防災の日でした。関東大震災が発生した日を
後の教訓にと決められた日です。もう 90 年の月日が経っ
ています。
当時の生き証人も老齢になり話は大変ですが、ものすごく
印象に残った事は昨日の事のように話されていました。東
京の死者の半数は同じ広場に集まって 3 万 5 千人ぐらいの
方が焼死だそうです。3 方向から火炎放射器のように火が
襲ってきたそうです。

幹事

中田 專太郎

◎ＲＩ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
・ロータリーレートのお知らせ
９月１日より１＄＝１００円
・第１２回ロータリー全国囲碁大会のご案内
日 時：１１月２日（土）１０：００～
会 場：日本棋院会館
登録料：７,０００円
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーエレクトより
・セミナー日程のお知らせ
2013.11.2.（土）
次期ガバナー補佐セミナー 名鉄グランドホテル
2013.12.7（土）
次期委員会委員長セミナー 名鉄グランドホテル
2014.2.15（土
地区チーム研修セミナー
名鉄ニューグランドホテル
2014.3.15（土）
会長エレクト研修セミナー
多治見市産業文化センター
2014.4.13（日）
地区協議会
多治見市文化会館
及びセラミックパーク MINO
○直前ガバナー補佐 上野田隆平様より
・直前ガバナー村橋元君 古希ホールインワン記念コン
ペのご案内
日時：１１月７日（木）８：００スタート
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会 場：飛騨高山カントリークラブ
会 費：１０,０００円
参加者：１名～２名
*前夜祭会費 ５,０００円
○米山梅吉記念館より
・館報
・賛助会入会のお願い
・秋季例祭のご案内
日時：９月１４日（土）１４：００～
場所：米山梅吉記念館ホール
講師：井上 輝夫 氏
演題：
「世界遺産・富士山の歴史」
<岐阜県環境生活部人権施策推進課より＞
・人権だよりＮｏ５４
＜国際ソロプチミストより＞
・新役員・新事務所のお知らせ
会長 鍋島 正子
高山市上岡本町 8-457-12
tel 兼 fax 0577-34-3487
＜活動計画書＞
・高山西ＲＣ

＜本日のプログラム＞
会員基盤増強委員会

島

非常にお褒めの言葉を頂いたのですが、決してそんなお話
のできる自分では御座いませんが、先輩ロータリーに御邪
魔して私ども新参者のロータリークラブわずか 15 年で御
座いますが、私どものクラブで行っている内容のことにつ
いて、皆様方にご紹介させて頂いて一つお役に立てること
があればと思っています。

委員長

本日は、国際ロ－タリ－2630 地区会員基盤増強維持委
員会 委員の山川敬止様にお越し頂いております。山川様
は 4 月の地区協議会において、たいへん素晴らしいお話を
されまして、是非山川様にお話しをして頂きたく申込をし
ていたところ今日になりました。
それでは、山川様よろしくお願いします。

＜卓話＞
鈴鹿シティロータリークラブ
会員基盤増強維持部門委員
山川

敬止

様

皆さんこんにちは、島増強委員長からご紹介頂きました山
川で御座います。

1.高山中央ロータリークラブにおける会員増強の取組
①４０代の会員の方に友人をリストアップしてもらい、
会員増強の委員が同行して会員増強に励んでいる。
②クラブＯＢ会のリストの中から再入会可能な方に呼
びかける。
2.鈴鹿シティロータリークラブにおける会員増強の取組
①先輩ロータリアンに対する取組
地区委員、会長経験者等先輩ロータリアンが、伝統を
引継、グループリーダーを作ろうという努力をするこ
と。
例えば、新入会員を連れて他のロータリークラブに出
席することで、他のクラブを知ってもらうことを行っ
ています。
②青年会議所、商工会議所青年部、法人会青年部に対す
る取組
現役の青年会議所等の人を、自分たちの例会に出席し
てもらう様いろんな形の企画を考え実行すること。
現に青年会議所の理事長経験者が、リーダーシップを
発揮して仲間を増やしています。若い人達をどんどん
誘っていく、そうするとあの人が入ったなら、今度は
自分も入ろうかと相乗効果を生み出しています。
各人が声をかけるか否かが大切です。
③例会第一主義 出席率向上への取組
個人別出席率表を作成して、月の第一例会のときに渡
しています。結果、出席率の悪い事を意識づけ、反省
を促すことに役立っています。
みんなが協力して出席率を高めていくと、そのクラブ
の活性化につながると思います。
④新入会員に対する取組
①に掲げましたが、新入会員の方にメークアップの仕
方からいろいろ教えて勉強をしてもらう。クラブが温
かく迎えることを行っています。
⑤退会者に対する取組
退会される場合、その理由をしっかり聞いて、退会
後も御付合いをしていく様にする。当クラブは、７
名の再入会者がいらっしゃいます。
3.岡田信春ガバナーノミニーを輩出した背景
岡田様は今回で３回目のお誘いを受けてみえ、まず家
族及び会社の協力を取り付け、商工会議所の副会頭及
び法人会の会長の職を辞して、その後、クラブ全員出
席の臨時例会を開催され、色々意見をもらいましたが、
結局大変名誉な事だからお受けしましょうと全員一致
で賛同を受け、実現しました。
なお、ガバナーはどうやって輩出されるのか地区にお
願いして資料をとり勉強しました。
クラブ内に派閥を作ったりしないよう、クラブ全員一致で
何事にも当たり、また、あったかい力を育むことが必要で
ないかと思います。
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＜ニコニコＢＯＸ＞
地区増強委員としておじゃまします。高山中央ＲＣの皆様
よろしくお願いします。すでに１名増との事ですが今後と
もよろしくお願いします。
地区会員基盤増強維持部門委員
山川 啓止 様
鈴鹿シティＲＣの村上と申します。本日はよろしくお願い
します。
鈴鹿シティＲＣ 村上 道哉 様
ゲストの山川啓止様、ビジターの村上道哉様のご来訪を歓
迎致します。新年度となり慌ただしく２ヶ月過ぎました。
季節は秋になろうとしていますが、もう次年度の案内が来
始めビックリ！どうか引き続きよろしくお願い致します。
理事役員一同
昨日、１１年連続１１回目の富士山登山に行って来ました。
１１年間、健康で過ごせていることに感謝してニコニコへ。
島
良明

昨日、小旅行で浜松シーサイドゴルフコースに行って来ま
した。池の多いアメリカンコースでキャディーさんは全員
ほぼ２０代の若い人ばかり、カートは２人乗りでカートに
乗らないキャディーさんはセグウエイに乗ってやって来
ると言う近未来の様なゴルフ場でした。合同例会の時はい
つかそこでやりましょう。いい思い出が出来たのでニコニ
コへ。
高木 純
８月１１日の就任お祝いの会、誠にありがとうございまし
た。ロータリーの友情に本当に感謝いたします。
大原 誠
岩本 正樹
先日の納涼例会に欠席してご迷惑を掛け申し訳ありませ
んでした。また、誕生には素敵な花をありがとうございま
した。お詫びとお礼でニコニコへ。
前越 路子

