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＜会長の時間＞ 
 13 日の土曜日に古橋財団委員長とと

もに岐阜グランドホテルにおいて財団

の研修に出てまいりました。そこでポリ

オ根絶コーディネーターの松本祐二さ

んのお話をお聞きしました。私も以前か

らポリオとは何か、ロータリーのポリオ

根絶活動の成果は、何故ロータリークラブはポリオ根絶活動をする

のかといった疑問がありましたがお話を聞いて理解することがで

きました。以下簡単に説明いたします。 

 ポリオとは小児麻痺のことです。ウィルスが脊髄の灰白質に入り

込み神経細胞を傷害して筋肉を麻痺させてしまう病気です。筋肉が

委縮して手足が細くなり呼吸に関与した神経細胞が侵され呼吸不

能となり死に至ります。ワクチンが普及するまで年間35 万人余り

が罹患。日本では1950年代から60年代に大流行しました。 

 ポリオウィルスは人から人へのみ感染。人から排出された糞便中

のポリオウィルスの経口感染により腸の中で増殖して血流に入り

込みます。有効な治療法はなくワクチン接種による感染予防が有効

とされています。 

 2016年常在国とその患者数はアフガニスタン13、パキスタン20、

ナイジェリア4でありいずれも政情不安な国であり、根絶まではも

うあと一歩です。1985 年ロータリーにおいて「ポリオプラス」が

始まり、1988 年世界ポリオ撲滅推進運動のパートナーになりロー

タリーが投入した資金は16億ドル以上、世界25億人の子供達に予

防接種を行いました。結果として1988年35万件だったポリオ発症

数は2016年37件となり99.999%減少しました。 

 人類の歴史はウィルスとの戦いの歴史でもありました。ロータリ

ークラブのポリオ根絶運動は保険問題解決の人類史的モデルとな

るものであり大変意義深いものです。 

 私たちもクラブを通じて人類に貢献しているのです。 

  

 

＜幹事報告＞  

◎ガバナーより         委嘱状  
   
 
 
 
 
 
 
 

2019～2020年度             2019～2020年度  

地区インターアクト部門委員会  地区ロータリー財団部門補助金小委員会 
副委員長 塚本 直人 様    グローバル補助金担当委員 大村 貴之 様 

◎高山中央ロータリークラブ（今年度５クラブゴルフコンペ当番）より 
 ・高山５クラブ親善ゴルフコンペについて 
   今回は特別に「国際ソロプチミスト高山」クラブ様も参加 
 

＜例会変更＞ 
高  山 … 8月  8日（木）は、納涼ゆかた例会のため 
                  18：30～ 八千久 に 変更 

8月15日（木）は、定款により 休会 
高山中央 … 8月 5日（月）は、夏休み親子体験教室 のため  

3日（土）12：00～ 高山工業高校 に 変更 
8月12日（月）は、山の日振替休日のため休会 

＜受贈誌＞ 
 高山中央ＲＣ（会報、活動計画書）、米山記念奨学会(ハイライト 

よねやま232) 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜本日のプログラム＞ クラブアッセンブリー 
Ｓ．Ａ．Ａ   伊藤 松寿 

会場監督としての確固たる立場

を有し、同時に例会のスムーズな

運営も司る。会長・幹事の例会運

営の意図を汲みながら例会をすす

める。 

担当例会を8月と1月に行う。 

 

クラブ奉仕委員長 米澤 久二 

会務の各委員会はクラブ奉仕を

構成している委員会です。どうし

てもそれぞれの委員会のことのみ

を考えがちではありますが、各会

務委員会の究極の目的がクラブ奉

仕であると言う視点を持って活動

する必要があると思います。 

12月20日に夜間例会としてクリスマスパーティを予定しており、 

予算措置もしていただきました。皆様予定方よろしくお願いします。 

国際的には台北東海ＲＣとの交流がありますが、国内でも交流で

きるＲＣを探るように努めたいと思います。 

一年間よろしくお願いします。 

 

親睦委員長   田中 晶洋 

副委員長に鴻野さん、委員に新井さ

ん、山下さん、住田さん、田邊さん、

大前さん、中林さん、蒲さん、高井さ

ん、松田さん、井口さんで向かってい

きたいと思いますどうぞよろしくお

願い致します。 

 出席者数 会員数 出席率 

本日 32名 41名 78.05％ 
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基本方針としては、「親睦活動、趣味を通じて会員相互の絆、相

互理解を深めて、クラブ全体を盛り上げていく。」です。 

 行事としましては8月にゆかた例会、1月に新年家族例会、5月

に新緑例会を計画しております。ゆかた例会は前回ご案内した通り、

8 月 11 日（土）に鴻野旅館さんで予定しております。特に目玉企

画は無いのですが、レクレーションを用意しておりますので、当日

は3000円の会費と別に500円玉を握りしめて是非多数ご参加頂き

たいと思います。新年家族例会は生バンドによるカラオケ等々と新

緑家族例会については国府の安国寺国宝の経堂拝観と座禅体験を

計画しておりますが、計画に是非盛り込んでほしい等々ご要望があ

りましたら、予算と相談の上計画してきたいと思いますのでよろし

くお願い致します。 

 

 

ニコニコ委員長  井上 正 

今年度のニコニコ目標を 120 万円

としていましたが、特別会計予算を

参照しましたら、今年度ですでに

153 万円支出が決まっており、今後

の高山西ロータリークラブ進化発展

ミッションを考えますと、少なくと

も目減りしてはいけないと考え、目標額１５３万円以上に上方修

正させていただきますので、皆様の絶大なるご協力の程よろしく

お願いします。 

 

 

雑誌広報委員長   榎坂 純一 

 副委員長に内田さん、委員が斎藤さ

んと山下さんです。 

 雑誌活動を通じ、会員に他クラブの

情報共有を図る、の基本方針に基づき、

第一例会で「ロータリーの友」の記事

を紹介します。また当クラブの活動を

地元の方々に広く知っていただくことを目的とし、内紙に高山３Ｒ

Ｃ共同でクラブ活動の記事を掲載予定です。 

  

 

会員増強委員長  杉山 和宏 

副委員長に田近毅さん、委員に

新井典仁さんの３名体制です。 

遠藤会長の所信にもあります様

に、会員数５０名を目指し、ハー

ドルは高いですが、今期５名の新

入会員の獲得を目標としています。

前年度からの引継ぎ、また幅広い

情報収集を基に増強活動を進めていきたいと思います。特に会員の

皆さんからの情報提供が大変重要となりますので、ご協力を是非と

もお願いいたします。 

 

 
 

 

出席・プログラム委員長  

黒木 正人 

出席・プログラム委員会は、副委員

長に萱垣さん、委員が古橋さんと向井

さんで運営していきます。 

 基本方針は、「ロータリークラブに

おける親睦の第一歩は、例会に出席す

ることから始まることから、出席率の向上に努める」と「理事会や

各委員会の計画が円滑に実行されるようプログラムを計画し、準備

し、手配をする」としています。  

 活動計画としては、1.出席状況の報告、2.ベテラン会員同行のメ

ークアップ、これは前年度に引き続き行いたいと思いますので、ご

参加の程お願いします。3.出席に関する喜捨ファインの集金、4.

出席・プログラムに係る担当例会の実施を12月3日に予定してい

ます。 

 特に目新しいものはありませんが、地道に活動して未来に繋げた

いと思いますので、ご協力をお願いします。 
 
ロータリー情報委員長  田中 武 

副委員長に、井辺一章さん、委

員に、米澤久二さんです。 

基本方針は、ロータリークラブ

に早く馴染んでもらえるよう、ロ

ータリーとは何か、何を基本にし

ているのか、社会性の問題点等を、

新人会員さんと、クラブ委員、関

係なくお互いの目線に合せてロータリークラブの理念等一緒に勉

強し意識の高揚に勤める。 

１、 計画は新入会員のためのオリエンテーションを実施する。        

前年度の退会者は3人です。同じく新入会員は（蒲優祐さん、松

田康弘さん、高井道子さん）3人です。今年度新入会員は（井口大

輔さん）1 人です。全会員数は現時点で 41 名です。又、新入会員

さんをどんどん入れて頂いても余裕が御座いますので、会員増強委

員さんの皆さん宜しくお願い致します。 

時期的なズレがあったために、オリエンテーションは9月頃を予

定していますので宜しくお願い致します。 

２、 担当例会は2月頃を予定しておりますので宜しくお願い致し

ます。 

 

職業奉仕委員長  大村 貴之 

副委員長：塚本直人 委員：阪下六代 

基本方針は、『職業奉仕の意味をし

っかりと理解し、職業を通じて社会に

奉仕する事の認識を高める。』 

活動計画として 10 月 4 日の担当

例会はゲストスピーチを予定してお

りますが、第一週例会のため、時間が限られておりますので再度検

討してまいります。3 月 13 日の担当例会は、職場訪問例会を予定

しています。訪問先はまだ決まっておりませんので、詳細決まり次

第ご案内申し上げます。一年間よろしくお願いします。 
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ロータリー財団委員長 古橋 直彦 

副委員長に平義孝さん、委員に折茂

謙一さんです。 

基本方針としては「最もよく奉仕す

るもの最も多くむくわれる」というロ

ータリーの実践的な論理に基づき、ロ

ータリー財団への寄付を現行どおり

全会員150ドルお願いします。 

また、ロータリー財団からの補助金（地区補助金）を受けるべき事

業を積極的に行いたいと思いますので、当クラブにおいて事業計画

を、お持ちの方がみえましたらまず簡単な計画書の提出をお願いい

たします。関係者全員でよく検討し 

取り組みたいと思います。遠藤会長、次年度堺エレクトよろしくお

願いいたします。 

地区グローバル補助金担当委員の大村さんにも頑張って頂き、原

資を確保したいと思います。よろしくお願いいたします。 

計画としましては次の通りです。 

1. ロータリー財団の勉強会（予算10.000円） 

2. ポールハリスフェロー2名 

3. ベネファクター   1名 

ロータリー財団委員会が主体となる活動事業ではありませんが、

地区補助金を頂いての事業「防災と自然体験学習交流会」が 8 月

24～25 日に開催されます。地区に対し事業報告書の提出も必要で

すので委員会としてしっかりフォローしていきたいと思います。 

次に、地区ロータリー財団セミナー報告です。7 月 13 日（土）

岐阜グランドホテルにて開催されました。当クラブからは、遠藤会

長、地区出向の大村グローバル補助金担当委員そして私古橋3名が

参加致しました。財団セミナーは毎年この時期に開催されていまし

て、私も会長時に参加致しましたが、細かな部分で少しずつ改正が

なされています。 

第2回目のセミナーは10月19日、津で開催されますので、会長

エレクト堺さん、次期幹事予定者の下屋さん出席願います。セミナ

ー終了後速やかに地区補助金申請書を提出できるよう準備を始め

てください。 

 

 

環境保全委員長 田近 毅 

基本方針は、観光地高山市の財

産である中部山岳国立公園の活性

化を図るための取り組みについて

理解を深め、ロータリークラブと

しての今後の環境保全活動につい

て考える一助とする、です。 

今年度は、岐阜県中部山岳国立

公園活性化プロジェクト推進担当者による、講師例会を実施します。    
 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員長   住田 泰典 

メンバーは副委員長が榎坂さん、委

員に岡田さんです。基本方針は高山市

内の義務教育の皆出席表彰や青少年

関連団体への各種協賛のほか、東山中

学校と共同で出前講座を行います。今

年度の出前講座は新たな試みとして、

メンバーにお話いただく内容に共通のテーマを設定します。テーマ

は学校と協議の結果「私の仕事が高山に貢献できる喜び」に決まり

ました。出前講座の講師をお願いできる方にはおかれましては、テ

ーマに沿った講座をお進めいただくようご理解ください。また出前

講座時に高山西ロータリークラブの名入りボールペンを、受講生徒

全員に配布します。これは出前講座を通じたロータリー活動を学校

だけでなく生徒の家庭にも知っていただく試みで、予算を2万円計

上しました。ロータリー活動が青少年の健全な育成の一助となると

ともに、我々のロータリー活動が広く認知されることを目指して、

今年度の委員会事業に取り組みます。よろしくお願いします。 
 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん 

本年度のクラブ活動計画書が出来て参りました。改めて見が引き締 

まる想いです。そして本日クラブアッセンブリーです。来週は清水 

ガバナー補佐が来訪される関係上あまり時間が取れませんので、本 

日少し詰めて行いたいと思います。委員長の皆様、よろしくお願い 

します 

●挟土 貞吉さん 

手元にあるクラブ活動計画書 11Ｐ、遠藤会長メッセージ改めて熟

読し、我がクラブが未来に繋がる様、この一年皆さんで努力、協力

し明るいクラブづくりを目指しましょう。 

●鴻野 幸泰さん 

本日の100万＄の弁当を鴻野旅館で作らせていただきました。毎度

ありがとうございます 

●高井 道子さん 

小田和正のベストアルバムを購入しました。通勤時とても胸キュン

して青春(アオハル)の気持ちが甦って幸せです。 

●堺 和信さん 

本日はこれから名古屋出張のため早退します。  

●伊藤 松寿さん､田中 武さん､門前 庄次郎さん､遠藤 隆浩さん､ 

垣内 秀文さん､下屋 勝比古さん､井上 正さん､榎坂 純一さん､ 

黒木 正人さん､榎坂 純一さん､大前 克秀さん､中林 康弘さん 

昨日日枝中学校体育館において、山王フラワーズさんご指導ご協力

のもと、１勝を目指し｢チームはぐるま｣ 精鋭メンバーにて熱く練

習が開始されました！！また、22日19時から山王フラワーズさん

ご協力のもと花里小学校体育館にて自主練習を行います！！ぜひ

温かいご声援をよろしくお願いします！！ 
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