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未来につなぐロータリー 

＜会長の時間＞ 
先だっての新年家族例会、田中親睦委員長はじめ親睦委員の皆様

大変ありがとうございました。おかげさまで大いに盛り上がりまし

た。皆さまには生オケの楽しさを味わっていただきましたでしょう

か。いいスタートをきったということで今年もどうぞよろしくお願

いいたします。 

さて今年は雪が降りませんので今ひとつ季節感に欠けます。イン

バウンドのまち高山としても不安が残るところです。 

年始といえば初詣と年賀状。年賀状は若い方はもう出さない方が

多いようですね。 

今年一年、西クラブと皆様にとっていい年であるといいですね。 

 

 

＜幹事報告＞  

◎国際ロータリー  

日本事務局 より 

 ・マルチプル 

ポールハリスフェロー徽章   

平 義孝 さん へ 

 

◎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 110円（現行108円） 

◎濃飛グループガバナー補佐より 

・2019-20年度濃飛グループ インターシティ・ミーティング報告書 

◎濃飛グループ次期ガバナー補佐より 

 ・2020-21１年度濃飛グループガバナー補佐訪問予定日について 

   第1回 7月17日、第2回 8月28日、第4回 6月11日 

Ｇ公式訪問 9月17日  ＧＴＭ 10月11日（日）水明館、 

  会長・幹事懇談会  5月16日（土）水鳳 園 

◎ガバナーより 

・九州北部豪雨災害ご支援の御礼と報告 

・「復興フォーラム」へのご参加・ご登録のお願い 

日 時・場 所  3月22日(日) 9：30～15：30 パルセ飯坂 

・ 第7回日台ロータリー親善会議福岡大会追加登録促進のお願い 

◎高山市スポーツ少年団より 

 ・令和元年度高山市スポーツ少年団大会・交流会について（御礼） 

＜例会変更＞ 

高  山 … 2月27日（月）は、定款により 休会 

 

高山中央 … 2月 3日（月）は、節分例会のため 

1日（土）18：00～飛騨総社 および 山陣に変更 

2月24日（月）は、 

法定休日（天皇誕生日振替休日）のため休会 

＜受贈誌＞ 

下呂ＲＣ（会報）、美濃加茂ＲＣ（会報）、不破ＲＣ（会報）、米 

山記念奨学会(ハイライトよねやまvol.238)、(財)比国育英会バ 

ギオ基金(バギオだよりvol.76)、(社)高山市文化協会(広報高山 

の文化No215、高山メセナメイト会報No69) 

＜出席報告＞ 

 
 
 

＜本日のプログラム＞  

お祝い   
◎会員誕生日（写真左より） 

  井辺 一章  １． ３ 
  米澤 久二  １．１０ 
 （当日欠席） 

古橋 直彦  １． ９ 
◎夫人誕生日 

   田中  武   文子 さん     １． ６ 
      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 
   松田 康弘   りな さん     １．２２  
◎結婚記念日（当日欠席） 
   伊藤 松寿  １．１１、  長瀬 達三 １．３０ 

◎出席表彰   （当日欠席  長瀬 達三    １年） 

 
◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

 ・内田 幸洋  ・遠藤 隆浩  ・萱垣 敬慈  ・斎藤  章 
 ・阪下 六代  ・長瀬 達三  ・挟土 貞吉   ・平  義孝 
  ・門前 庄次郎   
 
 

ＣＬＰ検討 
本日から３回の例会の時間をいた

だき、高山西ロータリークラブの事業

仕分けおよび新事業の業務配分を行

わせていただきます。 

 そもそも国際ロータリーにおきま

して、ＣＬＰ、クラブリーダーシップ

プランの導入が提唱され始めたのは

既に１０年以上以前からとなります。 

 出席者数 会員数 出席率 

本日 ３０名 ４０名 ７５.００％ 

平  義孝 ３３年    内田 幸洋 １９年     門前 庄次郎 １３年 
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しかし、具体的な方策として挙げられていたものにクラブ組織の

改編があり、その実際的な効果については猜疑的な意見も多く、日

本のクラブにおける導入はスムースに進んでいるとは言えない状

況です。 

当クラブにおいても同様に年月が経過して参りましたが、会員数

の減少や、さらには会員の年齢および入会歴における二分化が進み、

ロータリー活動の継承が十分なされず組織の硬直化が進行してい

るという懸念から、2017 年米澤会長により「会員が自発性を発揮

し積極的な活動ができる組織」を作るべく、中長期計画の作成のた

めの『CLP検討委員会』の設置、またクラブ最高決定機関の理事会

とは別に、会長幹事がクラブ運営・執行について相談出来る仕組み、

および会長幹事から権限委譲し、部門毎に事業を立案・運営・実行

の可能な組織とするべく、その手段としての組織改編の提案がなさ

れました。 

その意を継いだ門前直前会長年度において、『CLP 検討委員会』

のみならず、例会においても会員皆さんにクラブビジョンやクラブ

の未来像等を話し合っていただきました。 

今年度では、昨年9月にひだ信さるぼぼサロン棟にて皆さんのご

意見をいただき、これまでの話し合い結果を踏まえた形として 10

月に細則を改定し、委員会組織を改編しました。しかし、新たに生

まれた部門長について、現状ではその権限および義務があいまいな

ままであり、既存の委員会計画をこれまでと同じように行うのであ

れば、部門長はただの相談役となり、ひいては実際に計画を遂行す

る委員の数を減らしただけになってしまいます。 

そして、事業内容そのものについても、ソフトミニバレーや皆出

席表彰、スポーツ少年団の助成、また最近では出前講座等、外部の

要請により事業が増えて間口が広がり過ぎている事。 

また継続事業は内容も固定化しており、委員会での創意工夫も求

められずにひたすら｢こなす｣状況となっている結果、いわば事務局

案件化してしまい、会員の当事者意識が薄れがちとなっている事。 

さらには、会員数も40 名前後で推移する中で、例年赤字予算と

なっており、新たなニーズを発掘したとしても新規事業は見込めず、

クラブの活動全体が硬直化しがちである事。 

などといった問題は、委員会組織を変えただけで解決できるもの

ではありません。 

色々な事業にそれぞれの背景や歴史があり辞めるに辞められな

いまま継続してきた、というのが実情でありますが、今後活動して

いく現会員が何を求めていくかを明確化し、クラブ事業の柱を決め

ていく必要性があると思います。 

 またこの様な状況下において、当クラブは例年ロータリー財団へ

の年次寄付が地区でも上位であり、地区補助金を活用した事業を今

年度行いました。次年度も実施予定です。 

 しかし、既存事業をそのままにして、さらに補助金事業を行うに

は予算的にも人員的にも負担が大きいという実情があります。 

そこで、既存の継続事業について仕訳を行った上で、新たな組織

の下に新事業の予算や役割を割り振りたいと考えています。 

お手元の『事業仕分けシート』全ての項目について例会時間中に

点数を記入いただきご提出をお願いします。ご提出いただいたシー

トを集計したものを基に、来週再来週とテーブルディスカッション

をして頂く

予定です。 

では皆様、

よろしくお

願い致しま

す。 

 

 
 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●遠藤 隆浩さん、垣内 秀文さん 

新年家族例会ありがとうございました。田中親睦委員長はじめ委員 

会の皆様、田近さん奥様の｢ご祝儀舞踊｣で会場もより一層華やぎま 

した。また内田さんのご友人、宮下先生の生ギターによるカラオケ 

大会で宴は興奮ＭＡＸとなり大変盛り上がりました。感謝申し上げ 

ます。新年例会を終え折り返しとなりますが引き続きよろしくお願 

いします。 
●田中 晶洋さん 

先日の新年家族例会には沢山の方々およびご家族の皆様にご参加 

いただきありがとうございました。生ギターでの生オケという生ま 

れて初めての体験もでき、とても楽しいひと時でした。親睦委員の 

メンバーの方々もお疲れ様でした。 

●挟土 達三さん 

新年互例会においてまだ若い十年とって68 歳の私に思いもよらぬ

綺麗な花束を頂き、また下手な歌に年寄りへのお気遣いと温情ある

審査員の採点で立派な賞品を頂戴し恐縮しています。豚もおだてれ

ば木に登るとか言いますが、身体の障害も忘れてまた朝日町に出て

行かぬかと女房が心配しています。正直今年の正月良いことずくめ

で心はニコニコです。ありがとうございました。 

●斎藤 章さん 

先日の新年家族例会では拙い詩吟をご披露させて頂きました。とり 
わけ若い方の吟友（吟の友達）を募集申し上げます。親睦委員の皆 
様ありがとうございました。 

●内田 幸洋さん 

新年家族例会、生オケ大会で入賞させて頂き有難うございました。 

●米澤 久二さん､井辺 一章さん､門前 庄次郎さん 

先日の新年家族例会はありがとうございました。会長、幹事、親睦 
委員長はじめ委員の皆様ご苦労様でした。 
●下屋 勝比古さん 

新年家族例会ではお世話になりました。翌日のブルズ戦はやや不良 

でしたがチームは勝利し４位をキープしています。明日は大阪で勝 

利すべく頑張ります。来週25日はビックアリーナですので応援お 

願いします。 

●塚本 直人さん 

新年家族例会は残念ながら欠席しました。とても楽しい会だったと 

の声を聞きました。参加したかったです。本年もよろしくお願いし 

ます。中一の息子がバレーボール部で初めてユニホームを与えられベ 

ンチに入る事になりました。親として嬉しかったので報告します。 

●大前 克秀さん 

全国古民家再生協会の月刊誌ジャパトラを机の上に置かせてもら

いました。読んでいただければ幸いです。 

●大村 貴之さん 

・父 辰男が80歳になり、大好きな酒を飲みながら元気に暮らし 

ています。 

・明日からセンター試験。頑張れ息子。 

・早退します。 

●田近 毅さん、小森 丈一さん、田中 武さん、山下 直哉さん､ 

黒木 正人さん 

本日は阪神淡路大震災が発生した日です。平成7年、兵庫県を中心

に、大阪府、京都府などで甚大な被害が発生し、犠牲者は6,434人

に達しました。このような災害が起こるたびに、自然の前で人は無

力となること、そして、幾多の困難を絆で乗り越え、今があること

への感謝を思います。心静かに、お亡くなりになられた方へ哀悼の

誠を捧げたく存じます。 
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