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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

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
998 回

51 名

50 名

43 名

－

86.00%

前々回
996 回

51 名

50 名

44 名

0名

88.00%

飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
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

◆会報担当 岡崎 壮男

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
＜本日のゲスト＞
(株)斐太パック

＜会長の時間＞

取締役

織田

会長

恵里

山本

様

辰男

本日は、3 月 5 回目の例会です。年度末のお忙しい中、あ
りがとうございます。
今日で 32 年間続いた「笑っていいとも」が終わり、
「ヤン
坊・マー坊の天気予報」が 50 年の歴史を終えます。
また、明日からは、消費税が 8％に上がりますが、準備は
お済でしょうか？
先週に続き高山中央ロー
タリーの歴史を紐解いて
みたいと思います。第
250 回平成 8 年 10 月 14
日、会長下萩さん、幹事
岸元さんです。この日は
職業奉仕委員会の移動例
会で江名子川の川上ほうれん草ハウス、三井バラ園ハウス、
中田牛舎を訪問しています。その前の 249 回例会に剱田さ
んが会員スピーチをされていて、家業に就いた時、父親か
ら地獄の一丁目によく来たなと言われ日曜日もなく馬車
馬のごとく働いた話がありました。300 回例会は、平成 9
年 12 月 1 日です。会長陣出さん、幹事富士井さんです。
ワインで乾杯し、ケーキでお祝いしています。糸藤さん、
勝部さん、この日、下萩会長が入院され、手術の予定で三
輪さんを除き会長経験者は皆さん体調を崩されているよ
うです。この年の軽スポーツ例会は、クア・アルプで美人
のインストラクターによる水中エアロビを行っています。
第 350 回例会は、平成 10 年 12 月 21 日、会長溝際さん、
幹事下出さんです。慈光会の平田美知枝さんのゲストスピ
ーチでした。この年はコミュニケーション例会が多く催さ
れました。各テーブルでディスカッションをして発表をし、
自分がよくニコニコへ出しているなと思ったら委員長で
した。ついでにゴルフ部長もしていました。ハンディー30
の部長では…。
400 回例会は、平成 12 年 2 月 7 日、会長阪本さん、幹事
中田さんです。飛騨総社で節分例会でした。ちょうど辰年

で正座に足立さん、伊藤さん、山本さんが座っていました。
何を余興したのか覚えていませんが、この年もコミュニケ
ーション例会を数回催されました。そしてトピックなのは
平塚湘南ＲＣの石田会長、杉崎前会長、芦川さん、高橋さ
ん、渡井さんが姉妹友好クラブ提携のお願いにこられてい
ます。大連旅行もこの年でした。
450 回例会、平成 13 年 3 月 5 日、会長剱田さん、幹事橋
本さんです。NPO 法人まめなかなの理事長、長瀬順子さん
のお話を聞きました。3 月は雛様の月という事で、女性ゲ
ストばかりを呼ぶように言われました。ヒッツの中川さん
を呼ぶなど大変だったプログラム委員長山本です。
バイキング例会もしました。平塚湘南ＲＣへ 11 名で訪問
しています。創立 10 周年の記念式典も 5 月 13 日にしてい
ます。その週の 21 日には西クラブさんとの合同例会も実
施しました。
さかのぼる事、半年 443 回例会、平成 12 年 12 月 25 日 20
世紀最後のクリスマス例会の、溝際さんのニコニコ
『メリークリスマス。事最後の例会をこのような形で行え
る事「20 世紀最後の例会を楽しく送ろう」という会長、
プログラム委員長の粋な計らいと思います。
』
本日の例会は広報/雑誌/ＩＴ委員会の担当です。津田委員
長お願いします。

＜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
・４月のロータリーレート １＄＝１０２円
〇JHP・学校をつくる会より
・JHP ニュース 63
・２０１３年度活動記録集
・天満敦子チャリティーコンサートのご案内
（7/5）
・アフリカへ毛布を送る運動
・活動隊報告会＆募集説明会のご案内（5/17）
〇加茂東ロータリークラブより
・ＩＭ報告書
＜飛騨高山国際協会より＞
・第２回中国文化観光ウィーン in 高山及び
大象無形―現代中国図画展のご案内
日時：４月２０日（日）
場所：飛騨世界生活文化センター
＊デァージュ・クリストフ氏から手紙
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＜本日のプログラム＞
広報/雑誌/ＩＴ委員会

津田

委員長

文書の書き方
・タイトル→大事
・覚えたおいた方が良いテクニック
写真を投稿した場合
7 行文字
「続きを読む」をクリックする方法＆「続きを読む」
をクリックさせない方法
文字の間隔・行の間隔
スペースを有効に使う
詰め込みすぎると読みにくい
今いる場所を大切にすることが投稿に生きる
Facebook
http://www.facebook.com/eri.oda.37

＜卓話＞
ホームページ＆フェイスブックについて
(株)斐太パック 取締役 織田 恵里 様
『いいね！』の必要性
・名の知れた企業なら企業ページのみでＯＫ
スターバックス、無印良品
・無名の自分を知ってもらう
個人ページで自分をブランディングする
・知ってもらう
好きになってもらう→会いたいと思ってもらう
・どんなに素晴らしい商品でも投稿を見てもらえないと意
味がない
・「100 いいね！を超える」ことがひとつのステップ
プロフィール写真の重要性
・信頼できるプロフィールに！
1.フォトスタジオで撮影
2.写真の上手な人に撮ってもらう
3.自撮りのススメ
※プロフィール写真は履歴書写真です！
ブログやホームページも同じ

＜ニコニコＢＯＸ＞
織田恵里様のご来訪を歓迎致します。卓話をよろしくお願
いします。岐阜気象台発表によりますと本日 3/31 岐阜市
ではソメイヨシノが満開と言う事で昨年より２日遅いそ
うです。高山はいつ頃満開になることやら。明日 4/1 から
は消費税もアップ。これ以上の落ち込みだけは回避できま
す様に。
理事役員一同
本日の講師、織田さんには無理なお願いを聴いて頂きあり
がとうございます。よろしくお願いします。 津田 久嗣

織田恵里様、卓話を楽しみにしています。

伊藤

正隆

先日、私的な会を開かせて頂き、当クラブからも代表して
何名か出席して頂き感謝！これからも頑張って、頑張りき
って、頑張りぬきます。
高殿 尚
先日は妻へ花を頂きありがとうございます。
久々野

国良

