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高山西ロータリークラブ 

例会報告   
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 
 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  米澤 久二 

                              

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「南海の雲上」  蜘手 康介 

地区協議会報告 

＜会長の時間＞ 

台北東海ロータリークラブより、今回発

生しました関東東北大震災に会員による寄

付金(日本円３０万円)を信頼出来る我クラ

ブを通じて被災された地域に義捐金を届け

て下さいと委任されました。高山市役所に

相談をしましたら高山市社会福祉協議会内

の赤い羽根募金会が良いのではとの事で、相談しましたら喜んで対応

しますと返事が来ましたので今月２８日に行ってまいります。 
まだまだ暗い話題が多く有りますが、先日飲料製造販売会社の㈱伊

藤園の地区担当部長が来社され、当分の間出荷制限を行なうので宜し

くお願いしますと、特に“お～ぃお茶”の３５０ミリペットボトルが

品薄で５００ミリボトルを中心に製造するとのこと。理由は飲料水及

びペットボトルは在るが、今回の震災で全国の７０%を製造している

キャップメーカーが閉鎖を余儀なくされ全メーカーが主力製品に集

中して各ペットボトル製品の５０％を製造中止にしたとのことです。

自動車メーカー等同様小さな部品一つが無いために完成品が出来な

く現状に一抹の不安を感じました。今後復旧に向けて、建築資材の不

足が予想されますが買占め等が起きない事を祈っています。 
 

 ＜幹事報告＞ 

◎社会福祉法人 岐阜県共同募金会 
  高山市支会より 
・『東北関東大震災義援金』領収証 

   １，０００，０００円 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・５月のロータリーレートについて １ドル ８２円（現行 ８０円） 
◎ガバナーより 
・韓国第3600地区年次大会交換交流派遣学生募集案内 

   期  間  7月24日(日)～7月28日(木)の5日間の予定 

場  所  韓国第3600地区京幾道地域(ソウル近郊) 

募集人員  25名(各学校2名までの応募を認めます) 

負 担 金    ６０，０００円 

申込締切  ５月２０日(金)必着 

申込用法  別紙｢派遣に関する申込推薦及び同意書｣に必要 

事項を記入の上、小論文(下記のいずれかの課題 

より1つ選び、1000字以内にまとめる)を添えて 

下記まで 

     ①私とインターアクト活動  ②私にとっての 

国際理解・国際奉仕 

    提出先 〒500-8212 岐阜市日野南3-5-16  

国際ロータリー第2630地区 地区事務所 

   面接選考  選考日  ６月４日(土)１３：００～ 

         集 合  ハートフルスクェアG 岐阜市橋本町   

・インターアクト教師部会のご案内 
日 時  5月22日(日) 受付開始 12:30(昼食は各自お済 

ませ下さい) 協 議 会 13:00～15:30 
会 場  ホテルグランヴェール岐山   岐阜市柳ケ瀬通 

   出席者  次期クラブ会長、次期インターアクト委員長、イン 
ターアクト部顧問教師 

◎ぎふ清流国体高山市実行委員会より 
・ぎふ清流国体高山市実行委員会設立総会及び 

第3回総会の開催について 
日時  ５月１２日(木)  １３：３０～１５：００  
場所  市役所 地下ホール 大会議室  
議題   ・平成22年度事業報告及び収支決算報告について 

・平成23年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 
◎高山・デンバー友好協会より 
・平成２３年度通常総会の開催について(ご案内) 

日時  ４月２５日(月) 午後７：００～ 
場所  高山市役所 行政委員会室 
議題  ・平成22年度事業報告及び収支決算報告について 

・平成23年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 
◎飛騨高山国際協会より 
・平成２３年度飛騨高山国際協会通常総会の開催について(ご案内) 

日時  ４月２８日(木) 午前１０：００～１１：００ 
場所  高山市役所４階中会議室 
議題  ・平成22年度事業報告及び収支決算報告について 

・平成23年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 
◎高山市都市提携委員会より 

・平成23年度高山市都市提携委員会会議の開催について(ご案内) 
日時  ４月２８日(木) 午前１１：００～１２：００ 
場所  高山市役所４階中会議室 
議題  ・平成22年度事業報告及び収支決算報告について 

・平成23年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 
◎高山市文化協会より 

・平成23年度通常総会の開催について(ご案内) 
日時  ５月２７日(金) 午後７：００～ 
場所  高山市民文化会館２－５会議室 
議題  ・平成22年度協会会計 

事業報告及び収支決算報告について 
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◎(株)創寫舘より 

・｢NAGASE｣完成披露会及び会場見学のご案内 

日時  ５月１０日(金)  

会場見学 11：00～ 完成披露会 12：00～ 

場所  ｢NAGASE｣   上二之町１０－３ 

 

＜例会変更＞ 

高    山 …  5月 5日(木)は、法定休日(こどもの日)休会 

高山中央 …  5月 2日(月)は、定款第 6条第 1節により休会 

5月16日(月)は、創立20周年記念例会のため、 

14日(土)16：30～ひだﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ 3Ｆに変更

  

＜受贈誌＞ 

飛騨高山国際協会(実務者連絡会議配布資料)、台北市松年福祉會 

(玉蘭荘だより)、(株)生駒時計店(11-12カタログ)、JICA中部｢平 

成 23年度開発教育・国際理解教育支援事業資料｣ 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 35名 5名 40名 44名 90.91% 

本日 35名 － 35名 44名 79.55% 

 

＜退会挨拶＞ 谷井 伸之 

父も在籍した伝統あるこの西クラブ

に、全国転勤のある職場に入社しなが

ら実家のある地域へ転勤となり、宝生

閣の井辺社長とお会いして入会させ

ていただいたのは本当に幸運でした。

短いクラブ在籍期間ではありました

が、私、退職後はまた高山に戻ってま

いります。その際にはまたお付き合い

いただければと思います。ありがとうございました。 

 

＜本日のプログラム＞ 地区協議会報告 

会長エレクト   斎藤 章 

12:00〜13:00 

  ガバナー挨拶（桑月心ガバナー） 

 ガバナー会による義援金 

 現況報告 

  ガバナーノミニー 

（村橋元ノミニー：本巣クラブ） 

13:00〜14:00 

  [A] 次期 RIテーマと地区活動方針 

  カルヤン・バネルジー（インド、グジャラート出身） 

  まず自分自身を見つめ直すこと、すなわち 

｢こころの中をみつよう､博愛をひろげるために｣のテーマ 

     第一の強調事項「家族」 

     第二の強調事項「継続」 

     第三の強調事項「変化」 

｢深く自己を省みることによって、人類が皆、同じ夢、同じ希 

望、同じ願望、同じ問題を分かち合っていることを理解して 

いただきたいのです｣ 

  石井 惣司エレクト（四日市） —ロータリーの未来を見据え- 

1. 会員の増強・維持 
2. 青少年育成の強化 
3. Ｒ財団への更なる支援 

ポリオ撲滅､ 
「未来の夢計画」13年7月 1日から移行、理解と準備 

 [B]会長エレクト・AG・CC会議 

     各地区のガバナー補佐の表明演説 

14:20〜 

分科会：会長・幹事・会計   由良 久 地区研修委員会委員長 

   現状と地区活動方針と CLP 

1.  ｸﾗﾌﾞの発展につながる長期計画の立案（3〜5年。CLP） 
2.  年次目標（長期計画に沿った、戦略的に） 
3.  クラブ全員の参加（５大奉仕） 
4.  地区との情報伝達（AG・CC） 
5.  年度間の継続性（複数年計画） 

   6.  親睦の機会を提供 

   7.  クラブ細則に修正 

   8.  全員で奉仕活動の参加 

   9. 包括的な研修計画 

                          

次期会員増強委員長   阪下六代 

地区協議会は、１０時３０分の登録

受付･昼食を経て、１２時からの開会

宣言･点鐘に続いてプログラムが進行

されました。 

式典的なプログラムが終わると、１

時から会長エレクト、ガバナー補佐、

地区役員による〔B〕グループとその

他の出席者による〔A〕グループとに

分かれてプログラムが進められました。 

私は、〔A〕グループで、ガバナーエレクト石井惣司氏から「次期

ＲＩテーマと地区活動指針」と題する講話を受けました。 

その中では、重点目標として、１ 会員増強･維持、２ 青少年育

成の強化、３ ロータリー財団へのさらなる支援、４ 東日本大震

災被災地域への支援という４つの方針を掲げられました。 

なかでも、会員増強･維持については、職業分類の点検と見直し、

女性会員を増強させる、若手層の会員(４５歳以下)を勧誘する、入

会３年未満の会員を対象としたロータリーについての研修、という

具体的な課題を示されました。 

そのなかで、我が国のロータリークラブ全体では、ここ１３年間

連続して会員が減少しており、その総数は約４万２０００人で１年

当りでは約３３００人も減少しており、我が国の全会員を全クラブ

数で割ると、１クラブ当り３９名にまで落ち込んでいるということ

です。 

石井ＧＥの掲げられた方策の中で印象に残っていることは、新会

員を会員増強委員にするということでした。 
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ここで、２時から休憩をはさんで１１の分科会に分かれた会議と

なり、私は、当然のことながら拡大増強分科会に出席しました。 

西川実次期拡大増強委員長、田中稔子カウンセラー(ＰＧ)を中心

として会議が進められました。 

拡大増強委員長に昨今では会長経験者が多くなっていること、８

月が会員増強月間であるが、その月の持ち例会４回分を年間に分散

して繰り返しアピールしたらどうか、年会費を４分割にしたらどう

か、チーム作りをして繰り返し勧誘を重ねるのがよい、楽しさを伝

えるとともに、会員個々が危機感を共有すること、などという指摘

や意見が出ました。 

この１年間で５名の新会員を得た四日市東ＲＣでは、会員増強委

員が１６名いること、３０代の会員が８名いるということ、候補者

と面接日程を設けて数名がかりで勧誘、説得にあたるというのが成

功の秘訣だと披露してくれました。 

田中カウンセラーは、会員増強すなわち新会員を加入させること

は、「ロータリアンの義務と責任である。なぜならばこの素晴らし

い会を他の人と分かち合うことであるから。」というポール･ハリス

の言葉を引用されました。 

３時４０分に分科会が終了し、３時５０分から再び全員が集まる

全体会議となり、分科会報告、講評の後、ガバナー等の挨拶その他

があり、５時に点鐘･閉会となりました。 

 

次期ロータリー財団委員長  平 義孝 

カルヤン．バネルジー次期ＲＩ会長は、

r『こころの中を見つめよう、博愛を 

広げるために』をテーマに掲げて、平

和、調和、そして友情の精神の中で変化 

をもたらし、すべての人々のために、

さらに喜びある世界を築いていこうで

はありませんか」と、『深く自己を省み

ること』を強く望んでおられます。 

 更に、強調事項の第３項目を「変える必要があることは変える

ということ」ですとして、「世界の変化を望むなら、あなた自身が

その変化にならなければならない」というマハトマ・ガンジーの言

葉を引用して、改善できること、変えるべきことがあることを見据

え、変えるべきことは何かを見定め、必要な変化をもたらしていく

ために、勇気をもって行動していかなければなりませんと述ぺてお 

られます。 

今、ロータリー財団では、「未来の夢計画」により、大きな変革が

行われようとしております。石井惣司ガバナー・エレクトも、次期

地区目標の第３項目に 「Ｒ財団への更なる支援」を掲げられ、「未

来の夢計画」への取り組みとして、2013 年７月１日からの全面移

行に備えて、万全の準備をするように奨励されております。 

 今回の分科会は、「『ロータリー財団未来の夢計画への対応：ロ

ータリー財団補助金の有効利用を巡って』をテーマとして、2013-14

年度から始まる『未来のロータリー財団』の補助金（新地区補助金

及びグローバル補助金）へのクラブレペルでの対応（各クラブが如

何に対応して行くべきか）について今から考えて貰う一助として開

催し、そのためには、現状の理解が重要になってまいりますので、

今財団の補助金がどう使われているか、我々がどう使うことが出来

るかに力点を置くことに致しました。 

『深く自己を省みること』とは、深く現状を分析して、問題点を

洗い出してこそ、次に進む方向が見えて来るということが示唆され

ていると言い換えることが出来ると私は思いますが、飛躍が有り過

ぎるでしょうか」と目標を話されました。 

我がクラブでは昨年(2010-2011 年度)と同じ考えで、ポール・ハ

リス・フェローとぺネファクターを各１人、また会員 1 人当たり

1,000円×12ヶ月の募金箱への協力依頼を考えています。 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

地区協議会ご苦労様でした。 

●中村 良平さん 

地区協議会ご苦労様でした。私の役目も、ラストスパートを迎えよ 

うとしています。最後まで気を抜かず出来るかなぁ。 

●谷井 伸之さん 

３年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

●井辺 一章さん 

4/17 四日市の地区協議会への出席義務の方たち、大変お疲れさま

でした。また同じ仲間の谷井さん、転勤ということで離れることに

なりますが、また逢える事を楽しみにしています。 

●斎藤 章さん、寺田 昌平さん 

4/17地区協議会、参加された皆様お疲れさまでした。 

●阪下 六代さん 

先日の地区協議会では久しぶりに会員の皆様と往復の道中と夕食

懇談会で楽しい一日を過ごさせていただきました。井辺幹事さんお

疲れさまでした。感謝の気持ちをニコニコへ。 

●平 義孝さん 

地区協議会へ参加して来ました。ロータリー財団の委員会へ出席 

し、勉強してきました。来期皆様にご協力をお願いいたします。 

●小田 博司さん 

4/17は地区協へ行って来ました。ＣＬＰの難しい話でした。次期 

会長、幹事、参加者の皆様ご苦労さまでした。 

●鴻野 幸泰さん 

先日末娘の大学の入学式に行って来ました。初めはお母さんだけで

いいよと言っていましたが、直前になってお父さんも来てと言って

くれましたのでニコニコ行って来ました。 

●堀川 和士さん 

富山湾で 15年乗り続けた船を買い換えました。新しいフィッシン

グクルーザーは大きくて装備も充実し、時代を先取りしたデジタル

化で｢レーダー｣「ＧＰＳプロッタ」｢魚群探知機｣も最新型を装備。

コンピュータ解析で作られた船体は風流れしにくくポイントに静

止できるため良く釣れます。皆さん大海原へ行きませんか？トイレ、

ベットも完備で、菱川さん、人魚も釣れますよ。  

●挟土 貞吉さん 

脇本さん先日はありがとうございました。早く花見て一杯やりたい

です。 

●新田 敬義さん 

・先日は家内に誕生日お祝いありがとうございました。いくつにな 

っても花束は嬉しいようです。 

・早退します。                            


	4-22
	4-22会員

