
                                

                                           

     

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 田中    武         
●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 門前 庄次郎 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長   田中    正躬     雪だるま  蜘手 康介 
                               

 

   ロータリーに輝きを 

会報委員会 

 平成27年1月 16日No.2380 例会 

＜会長の時間＞ 

ロータリークラブとは 

１）20世紀初頭の100余年前にごく普通 

の実業家4人で始まり、現在200カ 

国に120万人の会員を擁する奉仕を 

主とする任意団体です。 

２）ロータリーは、一つの人生哲学であり、それは利己的な欲求と 

他人の為に奉仕したいという感情との間に存在する矛盾を探 

求し、それを和らげよと研鑽するものです。 

３）毎週一回の例会に集まり情報の交換や勉強会をして仲間との絆 

を深めております。そこでは仲間内だけでなく、他人に対する 

思いやりの心を育てております。 

４）世界中に知り合いを増やし、奉仕に機会を作る為にどこの例会 

にもいつでも参加できます。 

５）単にお金を寄付する奉仕だけでなく、仕事を通して奉仕するこ 

とを最大の目的としております。 

６）米山記念奨学学会という日本で最大級の規模を持つ奨学金制度 

は、海外からの奨学生を支援する活動をしております。目的は、 

日本のロータリーの創設者、米山梅吉の功績を記念し、アジア 

地域から優秀な学徒を日本に招致して学問、技術を研究させよ 

うとするものであり、今では日本のロータリーの大きな国際事 

業なっています。 

７）世界中の仲間のネッワークによって、地球上からポリオを撲滅 

することは、ロータリーの最大の奉仕事業です。 

 
 

＜幹事報告＞ 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・1月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて    

1ドル 118円（現行112円） 

 ・「ＲＩ理事会議事録」 →  

特別月間の変更 等 

・「財団室ＮＥＷＳ」 

◎ガバナー事務所より  

・「日本のロータリー2020年新世紀ビジョン」について 

◎2014-15年度 地区社会・環境保全奉仕委員会 委員長 濱田 直美氏より 

 ・地区アンケート結果及び講演資料、クラブ実践事例集 

◎飛騨高山国際協会より 

 ・ｺﾘｱｳｨｰｸ in高山の開催にかかるﾎﾟｽﾀｰの送付について（お願い） 

 

◎飛騨地区小中高生徒指導連携強化委員会より 

 ・平成27年度版「あったかい言葉がけ運動」ｶﾚﾝﾀ゙ ｰの送付について 

 

◎高山市社会福祉協議会より 

・平成26年度高山市社会福祉協議会第5回評議員会の開催について 

日時  1月26日(月)   午後2時より 

場所  総合福祉センター 3階作業室 

議案  平成26年度専決処分の承認について、定款の一部変更について 

◎関係各位より 

 ・年賀状  

＜例会変更＞ 

可  児 …  ２月１９日 (木) は、定款により 休会 

＜受贈誌＞ 

(財)米山記念奨学会｢ハイライトよねやま178｣、美濃加茂ＲＣ(会報)、 

地区ローターアクト小委員会(会報)  

 

 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞  お祝い 
◎会員誕生日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井辺 一章  １． ３、 古橋 直彦  １． ９ 
    米澤 久二  １．１０   蜘手 康介  １．３１ 

新田 敬義  １．１９（当日欠席） 
 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 休会 のため 補正 ありま せん 

本日 35名 － 35名 46名 76.09％ 
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◎夫人誕生日 

     田中  武   文子 さん     １． ６ 

          鍋島 勝雄   正子 さん     １． ２ 

          垂井 政機   道子 さん     １．１８ 

米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

     門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

     堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

     垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

     住田 泰典   理恵 さん     １． ６ 

◎結婚記念日 

     伊藤 松寿   Ｓ４７．１．１１ 

     小田 博司   Ｓ４８．１．１３ 

     長瀬 達三   Ｈ１４．１．３０ 

 

◎出席表彰 

阪下 六代 ２６年       内田 幸洋  １４年 

門前 庄次郎  ８年       中島 弘人   １年   

 

◎在籍周年記念表彰 

     ナシ 

◎３ヶ月表彰 

 ・内田  幸洋 ・垣内 秀文 ・斎藤  章 ・阪下 六代 

 ・下屋勝比古  ・田近  毅 ・田中 晶洋 ・垂井 政機 

 ・中島 弘人 ・挟土 貞吉 ・古橋 直彦 ・門前庄次郎 

 ・山下  明 ・脇本 敏雄 

 
 
新会員挨拶 

 

 

 
(株)高山エース旅行センター 代表取締役  田邊 淳 氏 

 
 

 
会報委員会  
委員長  田中 正躬 

 本日は例会変更で、会報委

員会担当例会となりました。 

急な依頼を快く引き受けて頂

き、本日ゲストにお越しいた 

だきました高山市役所 企画管理部 企画課 中島 芳彦 様を

ご紹介いたします。 

昭和50年生まれ。一之宮町出身。大学院修了後、平成13年4

月に当時の宮村役場に就職。以後、平成17年1月まで広報担当。 

合併後、高山市職員として平成18年から東京にある総務雀の外

郭団体に2年間派遣。全国の合併市町村の支援策を担当する。 

 平成20年４月に高山市へ戻り、企画課に配属｡以後､広報を担

当、現在に至る。 

市職員としての15年、そのほとんどを広報担当として過ごし

ていらっしゃる中島様に｢高山市の広報業務について｣と題しお

話しいただきます。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢高山市の広報業務について｣ 

高山市役所 企画管理部 企画課  中島 芳彦 様    

 

 

 

 

広報業務への思い

＜市民の皆様と市政を
つなぐ媒体＞

～そのために～

① 市民に元気が生まれる
② 市民に希望が生まれる

③ 市民に笑顔が生まれる
④ 市民に市政への信頼が

生まれる

このようなことを意識して
日々業務をしています

ご存知でしたか？
広報紙は、平成27年1月
15日から表紙レイアウト
が変わりました。

高山西ロータリークラブ 資料 平成27年1月16日
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新聞の利用①
＜広告費をかけずに、ＰＲしよう＞

有料掲載の広告でなく、
記事として記者に扱ってもらう！

飛騨版・・・読者は飛騨地域
県 版・・・読者は県内
ネットは・・・・読者は全世界

ご存知でしたか？
「飛騨経済新聞」はネット配信専用の報道です。飛騨地
域の経済・カルチャーなど、Ｗｅｂ掲載していただけま
す！一度ご覧ください。

高山西ロータリークラブ 資料 平成27年1月16日

新聞の利用③

＜扱ってもらえる
リリースづくり＞

～当たり前を
ニュースに変える～

① 正しい記載

（５Ｗ１Ｈ）
② 花鳥風月、季節もの
③ 初もの

（今季初、県内初）
④ 土産で釣る

⑤ 記者との信頼

ご存知でしたか？

「市役所内の記者室」

市内報道機関の私書箱が市役所
内（＝4階記者室）にあり、そ
ちらにリリースする資料を18部
投函すると、報道機関全てに情
報提供がかないます。
ご利用について、何なりとお問
い合わせください。

高山西ロータリークラブ 資料 平成27年1月16日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコニコボックス＞ 
●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

・本日は、高山市 企画管理部企画課 主査 中島芳彦 様には 

急なお願いにも関わらず、またお忙しい中、ご来訪賜り有難 

うございます。後ほどの卓話を宜しくお願いします。 

・１月より会員になって頂きました田邊 淳 さん ようこそ入 

会頂きました。末永く宜しくお願いします。早速、４月の台 

北訪問にはお世話になりますが、宜しくお願いします。 

・1月 10日の『新年家族例会』には多くの方に出席頂き有難 

 うございました。またＳＡＡさん・親睦委員さんには準備段 

階から大変お世話になり感謝申し上げます。 そして『アナ 

と雪の女王』素敵でした。お陰様で大変盛り上がった、楽し 

いひと時が過ごせ、新年の良いスタートが切れたように思い 

ます。有難うございました。 

●田中 正躬さん、岡田 贅三さん、井辺 一章さん 

・先日の新年家族例会では楽しい時間を過ごさせて頂き、会長 

幹事、親睦活動委員皆さん方、ご苦労様でした。当日の写真 

をプリントし皆様にお持ち頂く様にしました。ご笑納頂けれ 

ばうれしいです。 

・今日は会報委員会の担当でと言う事になり、高山市役所企画 

管理部企画課 広報担当 中島様に御来訪頂きました。大変お 

忙しい中御来訪頂きました事感謝申し上げます。短い時間で 

すが、卓話よろしくお願いいたします。 

●小森 丈一さん 

新年家族例会では、傘寿のお祝いに豪華な花束を頂き、一週間 

経ちますがいまだに元気に咲いています。ありがとうございま 

した。 

●内田 幸洋さん 

古希のお祝いありがとうございました。喜寿までガンバります。 

●田近 毅さん 

今年もよろしくお願い申し上げます。新年例会で妻が日本舞踊 

を踊らせていただきましたのでニコニコへ。 

●米澤 久二さん 

新年会、楽しい時間を過ごさせていただきました。垣内委員長 

はじめ親睦委員の皆様ありがとうございました。１等賞も当た 

り今年は春から絶好調です。 

① 広報紙の発行
② 取材や記録写真撮影

③ 報道対応
・プレスリリース
・記者会見

・記事の売り込み

④ 市政情報番組の制作
・ヒッツＦＭ
・ケーブルテレビ

⑤ ホームページの管理
⑥ 広聴

・市民と市長の対話集会

ご存知でしたか？

市長も議長も副市長も
（…私も）、地元のケーブル

テレビに出演中です！

高山西ロータリークラブ 資料 平成27年1月16日

情報の効果的な発信

＜より多くの媒体を駆使して、より多くの方へ＞

～そのために～

受け手が多い

受け手が少ない

・
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広報紙
防災
無線

自動起動
防災ラジオ

ＣＡ
ＴＶ

メール配信
サービス

ホーム
ページ

チラシ
町内回覧 新

聞

・

テ
レ

ビ

高山西ロータリークラブ 資料 平成27年1月16日

紙面編集の「ことわざ」

① 本文は誰も読まない！
人は最初に写真を見る。

（写真を見れば記事が読まなくてもいいくらいの撮影）

その次に、記事の見出しを見る。
（例：防災について⇒忘れていませんか？防災の心構え）

② イメージは度胸、仕上げは緻密に！

（ラフを作る時は大胆にイメージし、完成させる前は緻密が必要）

③ 余白の美学、余白は床の間と思え！
（床の間がある部屋は落ち着く）

④ まねて学んで！生まれつき専門者でない
（新聞や雑誌、他紙広報紙など）

高山西ロータリークラブ 資料 平成27年1月16日
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●挟土 貞吉さん 

10日の新年家族例会での垣内委員長の挨拶と皆さんの余興、素 

晴らしかったです。ご苦労様でした。 

●脇本 敏雄さん 

下半期のスタートとなる先般の新年家族例会、大変楽しませて 

いただき有難うございました。親睦委員会の皆様、ご苦労様で 

した。会長幹事さん、あと半年頑張って下さい 

●山下 明さん 

新年家族例会、大変盛り上がり楽しく過ごせました。ありがと 

うございました。余興の｢アナと雪の女王｣の仕掛けはなかなか 

良かったです。垣内親睦委員長さんご苦労様でした。 

●親睦委員会 一同 

新年家族例会にはご出席いただきありがとうございました。即

席の寸劇ミュージカル風｢アナと雪の女王｣いかがでしたでしょ

うか？くクオリティ的には目を瞑っていただいて委員会としま 

しては充分に楽しめました、自己満足でスミマセン。キャスト 

がイマイチ解らないとの指摘をいただきましたので改めて、青 

色のドレス、雪の女王エルザは田中晶洋さん、赤いドレスのア 

ナは山下直哉さん、紳士ハンス役は住田さん、雪の妖精オラフ 

は新井さん、猿とペンギンの着ぐるみ塚本さん西村さん、スポ 

ット照明係は小瀬さんでした。皆さん、解ってましたか？おひ

ねりも沢山頂きました。ありがとうございました 

 

 

 

 

 

●小田 博司さん 

新年家族例会、親睦委員会の皆様有難うございました。私ども

夫婦も４０年以上の永い年月が経過しました。いただいた菓子

の味には、いろいろな味がありました。何時も強がりを言って

いますが…有難うございました。 

●鴻野 幸泰さん 

先月は結婚記念日にケーキをいただき誠にありがとうございま 

した。先日の新年家族例会には欠席させていただきすみません 

でした。 

●蜘手 康介さん 

皆様明けましておめでとうございます。新年例会欠席で申し訳 

ありませんでした。今年もよろしくお願いいたします。 

●井上 正さん 

約1ヶ月ぶりに例会出席となりました。12/24には妻にお花を戴 

きありがとうございました。また1/10の新年家族例会を後ろ髪 

を引かれながら欠席させていただき中２の次女のバレーボール 

大会の引率で長野県飯田市に行って参りました。中体連まで約 

半年、娘のバレーボールが私の最も関心の高い事柄となります 

が何卒ご容赦賜ればと存じます。2015年も変わらぬご厚情を賜 

りますようお願い申し上げます。 

●田邊 淳さん 

今年から入会させていただきます。よろしくお願いします。 

●古橋 直彦さん 

1.田邊淳さんの入会を歓迎いたします。 首を長くしてお待ちしていま 

した。 

2.新年家族例会には 会長エレクトの立場でありながら欠席し申し訳 

ありませんでした。会長・幹事・親睦委員会の皆様に深くお詫びいた 

します。 

●ニコニコボックス委員会 阪下 六代さん、向井 公規さん、 

平 義孝さん、堺 和信さん 

本年も旧年に変わらずニコニコボックスへのご支援、ご協力の 

程お願い申し上げます。 

●折茂 謙一さん 

本日は早退させていただきます。 
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