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＜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 

＜高山中央ロータリークラブ職業倫理基準＞ 

 

  

＜会長の時間＞ 会長 山本 辰男 
 

とうとう市街地にも雪が積もりました。実感として本当に

寒く感じられます。 

これから年末年始、風邪など召されませぬようお体にお気

を付け下さい。 

さて先週から皆さんにお願いをしていました「カンボジア

に文具を送ろう募金」ありがとうございました。 

昨日はセブンスターズ出演しているコンサート会場にも

出張させて頂き沢山の募金を頂きました。ありがとうござ

いました。 

又すぐ後、ガバナーから台風によるフィリピン被害地区に

対する義援金のご協力のお願いが届きました。ガバナー会

では、ちゃんと現地へ届くのか不安だとの意見も出された

ようですが、直接フィリピン大使にお渡しすることで解決

したそうです。今日、理事会に諮りましてどのようにする

か決めさせていただきます。どうかよろしくお願いします。 

昨日、高山市青少年育成市民会議主催の第 30回家族スナ

ップ写真展及び第 22回家族の日図画展の表彰式に行って

きました。微笑ましく、慈愛に満ちた心温まる素晴らしい

作品が多く出品されていました。青少年の健全育成の一助

として我がクラブからも助成している事業です。社会生活

の最も小さい単位のまず家庭からという事でしょうか。我

がクラブの都竹太志さんのお嬢さんも図画の部で賞をと

られていました。おめでとうございました。 

今年も最後の例会になってしまいました。忘年会新年会な

ど飲む機会が多くなるシーズンです。お体壊さないようお

気をつけていただき新年1月 6日には皆さんの素敵な笑顔

が見られますように願っています。少し早いかもしれませ

んがよいお年を、会長の時間を終わります。 

 

 
＜幹事報告＞     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 

 ・ＲＩ会長賞について 

 ・2014年シドニー国際大会参加のお願い 

 ・台風 30号フィリピン被災地区義援金のご協力のお願

い 

◎国際ロータリー第 2630地区ガバナーエレクト事務所よ

り 

・年末年始休暇のお知らせ 

  １２月２７日（金）～１月５日（日）まで 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 165号 

＜ＪＨＰ学校をつくる会より＞ 

 ・ＪＨＰニュース誌 

＜高山市青少年育成市民会議より＞ 

 ・「第 30回家族スナップ写真展」及び 

「第 22回家庭の日図画展」表彰について 

  日時：12月 15日（日）１６：００～ 

  会場：高山市民文化会館 ４－７ 

 

 

  

◆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 岩垣内 亘 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

987 回 
51 名 50 名 44 名 － 88.00% 

前々回 

985 回 
51 名 50 名 42 名 0 名 84.00% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2013～2014年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「楽しい時(例会)が素晴らしい人生(ロータリー)を創る」 



第 987 回 H25･12・16 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

会員基盤増強委員会      島 委員長 
 

来る12月19日に会員増強委員会を開く予定をしています。

その参考として、各自がロータリークラブに入会する時の

目的はそれぞれ違っていると思います。又「ロータリーク

ラブに入会して良かった事」も、それぞれ違っていると思

いますので、本日お話をして頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高山中央 RC に入会して良かった事」 

      前越 路子 
 

ご縁をいただいてロ－タリ－の仲間にしていただきもう

一年がたちました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入る前は、お旦那様たちのお集まりというイメージしかあ

りませんでした。ところが、やってきてみるとファミリ－

な雰囲気で、みなさん声をかけてくださり家族みたいとい

う第一印象を持ちました。 

入った年に、大垣の地区大会に参加させていただき、はや

ぶさプロジェクトマネ－ジャ－の川口教授のお話が聞け

ました。大感激！あんなすごいプロジェクトをまとめてい

た人から話が聞けるなんて物凄く嬉しかったです。あの年

に入れていただいき、なんてラッキ－なんだ私はと思いま

した。 

また、職業がばらばらの方々とお話をする機会ができたこ

とも、嬉しいことでした。前に高橋さんが言っておられま

したが、私も同様に自分の業界以外の方々と親しくお話が

できることがとても有意義で楽しく、毎週の例会の時間が

楽しみになってきました。私はおとなしい性格なので、積

極的にいろんな方々とつながりを作り出すことが苦手で

す。そんな私でも毎週お昼をご一緒するうちに、お話がで

きるようになりました。毎週食事を一緒にするということ

は、家族になっていくということなのだと思います。私の

第一印象は間違っていませんでした。 

奉仕という言葉の意味を考えさせられたのも、収穫の一つ

です。自分が仕事をすることにより、社会貢献をしている

のだという視点をいただいたことは新しい発見でした。仕

事の中に奉仕の精神を入れていくこと、ロ－タリ－に入っ

てから私に頂いた新しい人生の課題だと思っています。 

今後も、例会に出席する中で様々な視点を学び、自分の人

生を豊かにしていけたらうれしいことだと思っています。 

 

 

「高山中央 RC に入会して良かった事」 

      大原 誠 
 

RC入会の動機や目的については、会員それぞれ異なると

思いますが、私の場合は信用組合という地域金融機関の経

営に携わっているということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用組合の特性上、ひだしんの営業は、高山市・飛騨市・

白川村の 2市 1村・人口約 12万余人の地域に限定されて

り、将来的に人口減少と高齢化が進むマーケットです。 

このような環境下で、事業の永続性を確保するには、「地

域との繋がり、お客さまとの繋がり」が極めて重要であり、

それを実現する一つの方策として、当地区の各業界の若き

トップリーダーが集まる組織への入会を考えた次第です。 

では、何故、「高山中央 RC」かといいますと、私が過去入

会していた高山商工会議所青年部会でお世話になった方

が会員であったこと、そして新井信秀さんより、他クラブ

に先がけて入会要請をいただいたことですが、当クラブを

選択して本当によかったと思っています。 

その一つは「自身を磨くこと」ができることです。 

RCは、自分を磨くには最高の場所です。 

奉仕活動と通じて人間形成のための数々の行事などの機

会があります。人格形成のための環境があります。 

奉仕活動を通じて、様々な経験をし、新しい価値観を見つ

け、自身を磨くことができます。 

もう一つは、当クラブの「ホスピタリティ」です。 

「おもいやり」とか「心からのおもてなし」という意味で

す。  

RCも会社・企業などの組織と同様に、つまるところ人間

の集団であり、その集団がうまく機能するかは、会員に対

する「思いやり」が必要であり、高山中央 RCには、この

「思いやり」と「心からのおもてなし」があります。 

具体的には、会員自身だけでなく、夫人の誕生日そして結

婚記念日のプレゼントがあり、また私の理事長就任に際し

ましては、記念ゴルフコンペと祝賀会を盛大に開催してい

ただくなど、当クラブの「ホスピタリティ」に感謝いたし

ます。 

今後は、職業奉仕の理念であります、「He profits most who 

serves best 最も多く奉仕するもの、最も多く報われる」 

利益を優先するのではなく、自分職業を通じて社会に奉仕

することを第一義に考えて企業経営をすることが、結果と

して継続的に利益を得ることにつながる。 

ロータリアンとして、この言葉をしっかりと理解して実践

していきたいと思います。 
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「高山中央 RC に入会して良かった事」 

      坂之上 健一 
 

私が中央ロータリークラブに入会して 15 年となりますが、

まず入会する前の事から少しお話をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が会社を立ち上げたのが 32歳の時でした、最初は法人

ではなく個人としてスタートし半年後に法人化しました。

当初はまだ若く会社を立ち上げたばかりで、頭の中は１

00％会社の事でいっぱいでした。 

わき目をふる余裕もなく朝早くから夜遅くまで働いてお

りました。もちろん休日も会社へ行き新商品の開発や機械

のメンテナンスなど行い大変でしたが当初はそれが当た

り前で苦にもならず頑張りました。 

そのころ友達などから「ＪＣに入らないか」などと誘いも

ありましたが仕事中心の生活をしていたため入会をお断

りしておりました。会社が軌道に乗り始め 10年を経過し

た頃「ロータリークラブに入会しないか」とお誘いを受け

ロータリークラブの内容など聞き、今なら時間的な余裕を

取ることも可能だと思い入会を決断しました。 

そして入会して良かった事は一度に多くの経営者の方々

と知り合いになれた事、さらに知り合いになれただけでな

く深く付き合うことができ色々な考えを学ぶことができ

自分自身のレベルも上がった事です。 

又、商売上の事でいえば取引先の経営者がロータリアンと

いう事が分かり商取引がスムーズに進むようになった事

です。ただロータリークラブを商売に使おうとは思ってお

りませんが、ロータリアンの付き合いの中で友達となり信

用をされる人間になる事が一番だと思っております。これ

からもロータリアンとしての自覚をもって皆様に迷惑を

かける事がないよう企業家として頑張っていきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

雪も本格的になって来ました。昨日の当クラブのセブンス
ターがトリを飾ったクリスマスパーティ―では、バンドメ
ンバーの皆様、出席頂いた会員の皆様ありがとうございま
した。                 理事役員一同 

 

昨晩の X’masパーティーではセブンスターの末席をけがさ

せて頂きました。ありがとうございました。どうぞ今後と

も温かい眼差しを。 中田專太郎 

 

昨夜はクリスマスライブの仲間が応援に来て下さりあり

がとうございました。受付けには「カンボジアへ文房具を」

の募金箱を設置し協力金が集まりロータリー活動のＰＲ

に少し協力出来たかなと思いました。バンドの皆様、一日

ご苦労様でした。慈光園の訪問も間近です。よろしくお願

い致します。どちら様もよいお年をお迎え下さい。 

 橋本 修 

 

 
 
 
昨日のクリスマス・チャリティー・コンサート、ロータリ
ーから多数の応援に来て下さりありがとうございました。
皆様のご支援で何とか無事にやり遂げる事が出来ました
のでニコニコへ。 高木 純 

 

12/3 に、ＲＩ会長賞と共に地方自治功労のお祝い頂き、
また記念品を頂きありがとうございました。 村瀬 祐治 

 

長男が税理士試験の簿記論と財務諸表論に合格できたこ

とに対してニコニコへ。  

岡﨑 壮男 

 

 


