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●会 長 折茂 謙一
●幹 事 米澤 久二
●会報委員長 脇本 敏雄

＜会長の時間＞

「湖畔雪景色」

蜘手 康介

◎濃飛分区次期ガバナー補佐より

私の会長任期はあと３か月にな
りました。私の会長としての年間
目標は「魅力あるロータリー」で
した。ロータリーの魅力は、もち

・濃飛分区次期会長・幹事懇談会開催のご案内
日

時

５月１２日(日) １１：００～

場

所

シティホテル美濃加茂

・ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問および濃飛分区ＩＭ開催日、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問日程のお知らせ

ろん奉仕の精神を実行するところ

ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問

8 月19 日(月)

にあると思います。対外的には十分とはいえないまでも、ある程

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問

第1回 7月12日(金)

度その役割をはたしてきたと思います。
それだけではロータリー

◎高山市社会福祉協議会より

の魅力は十分とは言えません。
やはり会員同士の親睦をはかるこ
とによってその魅力は強くなるのではないでしょうか。
先日ある会員から、
最近高山西ロータリーの背骨がなくなった

ＩＭ

9 月28 日(土)

第2回 9月6日(金)

・平成 24 年度高山市社会福祉協議会第４回評議員会資料
＜例会変更＞
高 山 … 4 月 25 日（木）は、夜例会のため
18：30～、高山市文化伝承館 に変更

ように感じる、という意見を聞きました。私自身も何となく高山

5 月 2 日（木）は 定款第 6 条第 1 節により休会

西ロータリーとしての雰囲気が希薄になっている様に感じてい
ます。高山西ロータリーの皆様の、それぞれの個性が発揮され融
合することによって、これぞ西ロータリーというにおいが出て
くるのではないでしょうか。
企業にあってはそのトップの人柄が
会社の隅々までにじみ出ます。
ロータリーの会長は１年ずつです
から、会長の想いが隅々まで行き渡るのはなかなか困難です。
これは私の会長としての提案ですが、
会長の諮問委員会として
『高山西ロータリーの在り方委員会、
あるいは魅力あるロータリ

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

34 名

18 名

52 名

52 名

100.00%

本日

42 名

－

42 名

52 名

80.76％

ーヘの委員会』を新しく造りたいのですがどうでしょうか。後ほ
ど皆様にレジメをファクスしますので賛同される方は申し出て
ください。それとは別に会長から会員を指名したいと思います。
希望者と、
会長からの指名された人で委員会は構成されることに

＜本日のプログラム＞ 職業奉仕委員会
職業奉仕委員長

小田 博司

なります。勿論 CLP があるので必要ないかもしれませんし、賛同

本日は職業奉仕委員会の担当です。

される方がいなければこの案は廃案とします。
この諮問委員会は

講師として、高山市役所市民活動推進課

あくまでも私の残り３か月間の任期中のものです。

長の橋本宏様をお招きしましたのでこ
こにご紹介いたします。
橋本様は、高山の空町生まれの高山育

＜幹事報告＞

ちで、斐太高校を卒業後、昭和 60 年に

◎ＲＩ日本事務局より

高山市役所に就職。税務課、下水道課、議会事務局、総務課、選管

・4 月のロータリーレートについて
1 ドル 94 円（現行 92 円）

事務局を経て、市民活動推進課となり、平成 24 年 4 月から現職で
いらっしゃいます。
本日は、協働のまちづくりについてお話をして頂きます。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

例会報告
性を出していただきたいと考えております。それを受け､モデ
ル地区をはじめとした市としての取り組みの具体化を進めて
まいりたいと考えております。
皆様には、それぞれの地域における普段の活動のなかで､
様々なかたちでご協力をいただいているところとは存じます
が、引き続きお住まいの地域やお仕事で関わる地域において、
地域活動に対しまして、ご支援やご協力をお願いいたしまし
て、私のお話を終わりたいと思います

＜ニコニコボックス＞
●折茂 謙一さん
協働のまちづくりに向けて ～｢地域」という視点から～

本日は高山市役所市民活動推進課長 橋本 宏 様よろしくお願

高山市 市民活動部 市民活動推進課長

い致します。

橋本 宏 様

・協働のまちづくりの取り組みの状況
昨年、前任の大平がこの揚で説明させていただきましたが、

●米澤 久二さん
高山市役所市民活動推進課 橋本課長様ようこそいらっしゃい

市民活動部が所管する社会教育委員会議をはじめ町内会､地

ました。本日はよろしくお願いします。

区社教などの担当する団体に考え方を説明し議論を進めてき

●職業奉仕委員会 小田 博司さん､野戸 守さん､大豆村 梅次さん

ていただいています。また、地域では、特に支所地域で協働

本日は職業奉仕委員会担当例会です。高齢少子化時代を迎え、

のまちづくりについて説明会を開催したり、合併後１０年を

家庭・地区・地域・市の在り方を考える事も大切と考えられま

迎える平成２７年度以降の地域振興のあり方について、地域

す。本日は高山市市民活動部市民活動推進課長 橋本宏様をお迎

の皆さんと一緒に考える場を設けるといった取り組みが始ま

えして、協働社会の創成のための行政の考えを伺い、今後の当

っております

クラブの活動計画の参考にしたいと思います。橋本課長様には

そういったなかで出された意見としては、

公務多忙の折ご講話をお引き受け頂き誠に有難うございまし

・地域全体で地域づくりを考える場が必要｡性別や年齢など

た。

超えて幅広く多くの参加者の中で取り組む必要がある

●門前 庄次郎さん

・合併後、１０年を迎え、地域審議会や地域振興特別予算

高山市市民活動推進課の橋本 宏 課長様、本日はお忙しい中を

のあり方を行政任せにしないで地域で考えていかなけれ

ご来訪いただきありがとうございます。日頃は色々な所でお世

ばならない

話になりありがとうございます。本日の卓話楽しみにしており

・市で示された内容では、具体的に何から取り組めばよい
かわからない。取り組む進め方を示してほしい
・市では、市全体の共通ルールや、地域における具体的な
取り組み例（組織や活動など）を示してほしい
・市の関わり方（支所や行政の地域づくりの窓口や）がど
のようになるのか示してほしい

ます。
●井上 正さん
橋本課長さまのご来訪を心より歓迎いたします。いつも様々な
活動で大変お世話になっております。卓話を楽しみに致してお
ります。
●小森 丈一さん

こういった意見が出されております

橋本宏さん、次長への就任おめでとうございます。選管では大

現在それぞれの地域において、地域の成り立ちや住民の皆

変お世話になりましたが、本日の卓話どんなお話か楽しみにし

さんの思いを踏まえ、具体的にどのように今後の地域づくり

ています。

に活かす取り組みをしていくのかを模索されているところで

●河渡 正暁さん

す。

最後のニコニコボックスです。高山市市民活動推進課長、本日

・協働のまちづくりの今後の取り組み

はようこそおいで下さいました。社会教育委員会において、よ

今後の取り組みにつきましては、私どもも地域の会議など

うやく高山市による、市民のための『協働のまちづくり』の報

に企画管理部とともに積極的に関わって､具体的な取り組み

告書が完成出来て良かったです。課長のお陰です。議会事務局

が進むよう、いっしょになって引き続き取り組んでまいりま

に行かれましても、今までの経験と明るさでもって頑張って下

す。また、所管組織での議論の継続と拡大、取り組みの具体

さい。ありがとうございました。

化に向けた検討などを進めるとともに、社会教育委員会議に

●内田 幸洋さん

おいては、地域の皆さんとの意見交換を踏まえた上での、で

4 月 1 日付をもって当社は岐阜ヤクルトと合併いたします。今後

きるだけ早い時期の最終報告書というかたちでの課題の方向

は相談役として、また(有)セイルの取締役としてガンバります
のでよろしくお願いします。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

