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＜出席報告＞
会員数
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本 日
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－
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3名

88.00%
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◇ホームページ

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞

会長

＜本日のビジター＞
高山西ロータリークラブ
門前

＜会長の時間＞

山本 辰男
我等の生業

庄次郎

会長

山本

様

辰男

もう 11 月も最終週になりました。今年の〆の話が色々と
出てきています。今年の人、今年の漢字、流行語大賞等、
世の中の世相を反映したエッセンスが映されます。毎年楽
しみに見ています。
今年の顔では、田中マー君の大活躍や、反面東京五輪の誘
致の顔が最近違う顔で良く出たり、表の顔と裏の顔を使い
分けているみたいで大変怖いです。
お・も・て・な・し、倍返し、じぇじぇじぇ、今でしょな
ど、テレビの画面からのや、アベノミクス、特定機密、ブ
ラック企業、政治経済からのワード、富士山、ＤＪポリス、
美文字、ふなっしー、
世相文化のワード、スポーツの底力、
汚染水、東北震災がらみのワードなど、何が一番になりま
すやら…
このクラブでのワードはマイ箸と剱田二文字しか思いつ
きません。後者には今後の期待を含めての事です。
我が家では、結婚です。昨日次男が結婚、そして披露宴を
挙げました。周りの皆さんのおかげの事です。新婦が読む
両親への手紙で、隣で新婦より大泣きしているのが印象的
でした。何はともあれ幸せにと祈るばかりです。剱田さん
以上で会長の時間を終わります。

◆会報担当 伊藤 正隆

＜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
・ロータリーレートのお知らせ
１２月 １＄＝１００円
○高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
１２月２６日（木）１８：３０～
忘年例会
角正
１月２日（木） 休会
１月９日（木）１７：３０～ 新年例会 洲さき
＜高山市民憲章推進協議会より＞
・施設市民無料公開について
＜会報＞
・平塚湘南ロータリークラブ

＜本日のプログラム＞
ロータリー情報委員会

ＩＤＭ報告

永井 委員長

高橋 厚生

平成 25 年 11 月 16 日にＩＤＭ（インフォーマル・ディス
カッション・ミーティング）に参加致しました。
今回のＩＤＭは、国際ロータリーについて、また、高山中
央ロータリークラブについて、諸先輩方々より、ご説明を
受ける良い機会となりました。
7 月に入会して、約 4 か月。毎週の例会にもできるだけ参
加してきましたが、まだまだ分からないことも多く、先日
参加させて頂いた地区大会とともに今回も「奉仕の理想」
について、
「職業奉仕」について理解を深める機会となり
ました。
とりわけ、今回のＩＤＭでは、具体的な活動内容について
のお話を聞かせて頂き、諸先輩の活動実績や、思いなども
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聞かせて頂く事が出来ました。その中で、印象に残った事
柄を記載させて頂きます。

1 つ目は「異なる職業人が在籍することの重要性」です。
異業種の方との交流は、新しい発見があり、また、自分の
知らない世界を知り、また、新しい人とのつながりが生ま
れる。これが人生を豊かにすることを伺いました。
2 つ目に、
「異なる年齢の経営者層が在籍することの重要
性」です。
世の中の変化に対応することは、ビジネスにおいても社会
活動においての大変重要なことであり、過去を振り返る
(同じ過ちを繰り返さない)、未来を見つめる(創造を持っ
て挑む)ためには、多層な年代とのコミュニケーションが
大切であること。特にロータリーに集まる志高いメンバー
は、その意味でも重要であること。そして、その中で、私
にできる事は、志ある若い世代のメンバーは、その意味で
も重要であることも伺いました。
また、今回の IDM も含め、高山中央ロータリーの皆様が、
私のような若い者の話に木工芸術スクール〈耳を傾けて下
さり、かつ、何かを得ようとする姿勢に感銘を受けました。
3 つ目に「国際組織であるという実感」を得ました。
ロータリーの歴史の中には、数多くの著名人が在籍してお
り、また、海外の著名人も多く、決してそれは他国の話で
はなく、同じロータリアンであることを感じました。
国外のロータリー例会に参加できること、実際に参加を試
みた話も伺いました。
いつか、私も海外の例会に出席してみたいと感じました。
(まずは、国内他地域、いやいや高山の他地域からでしょ
うか)
まだ経験も浅く、ロータリアンの末席に加えて頂いたばか
りではございますが、今後の人生に今までにはない新しい
道があり、可能性があることを感じられる良い機会となり
ました。

ＩＤＭ報告

島

良明

① 高山中央ロータリークラブは、国際ロータリーの下部
組織であり、現在、ロータリークラブは、世界中に、
34,000 クラブあります。
従って私たちの、高山中央ロータリークラブの上は、
国際ロータリーなんです。
② 今年度の国際ロータリーの会長は、アメリカ、オクラ
ホマ州、ノーマン・ロータリークラブの、ロン・D・
バートン氏です。
③ 私たちの上部組織の会長は、会員増強を推進し、ロー
タリー財団を通じた人道的奉仕を充実させ、ロータリ
ー・ファミリーを通じた、ネットワークを強める様々
な活動を実施したクラブを表彰する為に、
『RI 会長賞』
を提案しています。
④ 私たちが、正しいロータリー活動を行う為には、その
ロン・D・バートン会長の活動方針を受け入れて、実
行する事が大切な事なのだと思っております。
⑤ 従って、会員基盤増強委員会は、今年度、会員増強委
員会・職業分類委員会・会員選考委員会と協力して、
『RI 会長賞』の会員増強に関する項目をクリアする
べく、委員活動を行っております。
⑥ 『RI 会長賞』の受賞項目は、会員増強の推進と、ロ
ータリー財団を通じた人道的奉仕の充実と、ロータリ
ー・ファミリーを通じたネットワークの強化の、3 項
目ありますが、私が受け持つのは、会員増強の推進項
目だけです。
⑦ 会員増強の推進項目の必須項目は、会員の純増 1 名で
すから、これは、
いまのところ、
クリアしております。
⑧ そのほかの活動項目というのが、8 項目あって、その
うち、最低 3 項目をクリアしなければなりませんが、
これもまた、4 項目はクリアできます。
⑨ このようなわけで、会員基盤増強委員会と、会員増強
委員会・職業分類委員会・会員選考委員会は、着々と、
正しいロータリー活動を行っております。

＜ニコニコＢＯＸ＞
高山西ＲＣの門前です。本日はよろしくお願いします。
高山西ＲＣ 門前 庄次郎 様
高山西ＲＣ 門前庄次郎様のご来訪を心より歓迎致しま
す。国分寺の大銀杏もかなり落葉を見せております。いよ
いよ本格的な冬の到来です。経済の方はどうか待ちわびて
久しい春が訪れます様に。
理事役員一同
高山西ＲＣ 門前庄次郎さんのご来訪を歓迎致します。雪
が降る前に、テニスのご指導をよろしくお願い致します。
今井 俊治

門前庄次郎さん、ようこそ高山中央ロータリークラブへ。
今後は色々な面でお世話になりますがよろしくお願い致
します。
三枝 祥一
昨日、次男が結婚しました。喜びと感謝と二人の幸多きこ
とを祈ってニコニコへ。
山本 辰男
剱田さん、頑張って下さい。皆で全力応援致します。
伊藤 正隆
先週は夜の街で貴重な体験が出来ました。皆さん、新聞や
テレビに載らない様に気を付けましょう。
周 信夫

