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るほどわからなくなるのが宇宙…でも、曇ってい

会長挨拶 髙坂 光一

てもいつもお天道様は輝いていると気楽に捉え、

「見上げてみよう夜の星を」

今、この瞬間に発した輝きが届くころ、自分は、

７月７日の七夕、皆さんはどのよ

家族は、大切な友人は、社会はどうなっているの

うに過ごしていらっしゃいました

だろうか？そんなことを考え、楽しむのも時には

か？

良いのではないでしょうか？

私は例年通り、
「織姫・彦星見え

因みに、16 年後 2035 年９月２日午前 11 時頃、

るかな？」と空を見上げていました。

ここ上越では素晴らしい天からの贈り物を授かり

どうやらこの二人は恥ずかしがり屋らしく、七

ます。しかも当日は日曜日！きっと国内外から人

夕に姿を見せることは少ないのですが、雲の合間

が溢れかえるはず♪

から彼らと夏の大三角形を形成する白鳥座のデネ

みんなで見よう 80 倍速の夜明け！

ブと共に顔を覘かせ、
南にはさそり座アンタレス、

※いまこうしているときにも、小惑星探査機はや

その近くに木星、土星が一際明るく輝き、西には

ぶさ２は２億４千万キロ彼方で頑張っていま

春の大三角形のスピカ、アルクトゥールス、デネ

す。来冬の帰還が楽しみですね。

ボラと珍しく賑やかな空を楽しめました。

出

私は子供のころ、自宅の屋根に登り星を見るの
が好きでした。最初はただ眺めるだけでしたが、

出席率

少しずつ星座を覚え、
星との距離を知ってからは、

席

報

告

97.96％

メイクアップ

星を見て過去と未来を想像しています。例えば織
姫（ベガ）は約 25 年、彦星（アルタイル）は 17

大谷光夫君・石倉

年、デネブは 1400 年前の光を私たちは見ていま

君（７/６青少年奉仕関連合同会議）

す。ということは今見えるデネブは大化の改新前

大谷光夫君・本山秀樹君・橋詰敏一君（７/８新

に織姫は娘が幼稚園に行き出したころ、そして彦

潟万代：Ｇ公式訪問）

星は私が高田 RC に入会した年に発した光という

石倉

ことです。

RA 会長幹事会）

その他いろいろ考えれば考えるほど、知れば知

悟君・飯塚宏佳君・箕輪賢一

悟君（７/13・14IA 年次大会・７/14 地区

箕輪賢一君（７/13IA 年次大会）
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委 員 会 報 告
親睦委員会―７月のお誕生日

幹

各お祝い

事

報

告

配布物：週報№１
回

覧：加州大聖寺藩参勤交代うぉーく 2019 リー
フレット

今月のお誕生日

臨時理事会開催

今月のご結婚記念日

青少年奉仕委員会―７/７ビーチクリーン 2019

７月 12 日開催の例会で、牧野直前会長の提案
に基づく高田ロータリークラブの細則の改訂案を

参加報告

満場一致で承認され、７月１日から適用されるこ

橋詰地区筆頭副幹事―ロータリーの友７月号の

とになりました。

お知らせ

クラブ協議会 ２
◆職業分類・ロータリー情報委員会

大を図る。

橋詰委員長

※事業計画

RI は、より柔軟な変化を追求して

１．会報

いるようですが、高田ロータリークラ

各メンバーの知らざれる世界（顔）を盛込み

ブはどう変化して行くのかを問い掛ける意味で

楽しく親しみ深い紙面づくりに取り組む。

も、中核的価値観を堅持する中で、地域に合った

（新たな情報発信スペースを設ける。
）

時代に合った職業分類を行います。

２．広報・雑誌・ホームページ

そして、会員の皆さんへ適時ロータリーに関す

各社報道機関の協力を頂きながら新鮮な活動

る情報を提供する事で、話の種をまきたいと思い

広報を行う事により地域へのさらなる認知向

ます。クラブ奉仕Ａはもちろん、出席委員会とも

上するよう努める。

連携し、会員増強、退会防止に努めます。

３．ガバナー事務所との連携により
「大谷ガバナー
年度の動向を適時掲載」していく。

◆親睦委員会

葛西委員長

４．前期よりの課題として「マイロータリー」の

事業計画については先週例会時に配

登録推進

布された内容ですが、基本的に前年と
◆職業奉仕委員会

大きな変化はありません。

伴委員長

※運営方針

ただ前年も委員長・幹事が大変ご努力されてい
ましたが８月納涼家族例会と 12 月のクリスマス

職業奉仕はロータリークラブ活動を

家族例会にはより多くの会員のご家族の参加を一

支える基本的活動であるものの、活動

層促進するように活動しますのでご協力をお願い

理解が難しいものと言われがちなものでありま

いたします。

す。職業奉仕の理念は「ロータリーの目的」の第

また、会員の誕生日・結婚記念日に記念品をお

二項が示されています。

渡しする関係で事前に案内を送り例会出席促進と

・職業上の高い倫理基準を保つこと。

確認を取るようにしたいと思います。

・役立つ仕事はすべて価値があるものと認識するこ
と。

◆広報・会報・雑誌委員会

加藤委員長

・社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の

※運営方針

職業を高潔なものとすること。として、「世の

新たなクラブ会報の創造・様々な活

ため人のために奉仕する心をもって職業を営む

動情報の提供による当クラブの認知拡

べし」とまとめられています。
2

これを受けて、職業倫理を学ぶ場を例会以外で

２．交換学生フォロー

の職場訪問等を企画して、職業奉仕委員会の実践

３．ハワイホノルル国際大会への参加促進

と致します。
※事業計画

◆ロータリー財団委員会

１．地域事業所の企業訪問を実施とする。

※運営方針

２．11 月 15 日予定の「上越医師会館移動例会」

髙槗委員長

持続する支援活動の為、財団の揚げ

を例年通りにて実施とする。

る趣旨を会員皆様に理解して頂く
※事業計画

３．職業奉仕・職業倫理に関する講師を招き卓話
の実施とする。

１．事 業計画

一人 150 ドル、ポリオプラス

30 ドルの目標を達成する。
◆社会奉仕委員会

羽深委員長

２．ミリオンダラーを年８回行う。

※運営方針

３．ポールハリスフェロー、準フェローを増やす

社会奉仕活動に多くの会員の参加を

ことに努める。

促し、楽しく社会奉仕活動し公共認知

４．ロータリーカードの啓発に努める。

向上に努める。
◆米山記念奨学委員会

１．地域社会奉仕活動に積極的参加し、
「高田ロー
タリークラブ」の公共認識を高める。

小池委員長

「ロータリー米山記念奨学事業」に

２．その収益金が社会奉仕活動費に充てられる２

つきましては、ご理解の深い皆さんで

月に行われる「オークション」の趣旨を会員

すから、今さら私から申し上げる必要

にご理解いただき、積極的参加を促す。

はないと思いますが、髙坂会長のご指示に基づき

３．青 少年委員会（高田 RAC）と連携し奉仕活

事業計画を作成しました。皆様にご説明申し上げ

動をする。

ご理解とご協力を頂けますようお願い申し上げる

４．地域環境保全、美化活動に協力、支援する。

次第です。

５．各団体や行政の目の行き届いていない小さな

１．事業の理解をより深めて頂くための情報提供

奉仕活動も検討する。

２．寄 付目標額「１人 20,000 円以上」の達成に

※事業計画

向けての情報提供

１．関川クリーンアップ作戦に参加（７月）

３．奨学生「周

２．オークションの趣旨啓蒙と積極的参加への働

勝男さん」のフォロー

皆さんの絶大なるご協力をお願い申し上げま

き掛け。

す。

３．高田 RAC との連携奉仕活動
◆青少年奉仕委員会

４．その他、高田ロータリークラブ認知度向上に
つながる地域奉仕活動への参加と支援。

箕輪委員長

「つなぐ」
・
「つながろう」のテーマ
の元、若い世代が将来リーダーシップ

◆国際奉仕委員会

内山委員長

を発揮出来る人材となるべく、その育

※事業計画

成に協力致します。又、彼らの奉仕活動や経験が

グローバル補助金申請活用事業

個々の成長につながるよう積極的にロータリアン

スリランカ角膜移植機器等含めた眼

としても関りを持ちサポートしたいと考えます。

科医療向上のためのグローバル補助金申請に向け

当クラブからは、地区の青少年奉仕委員長を排

てプロジェクトを推進していきます。

出していることもあり、今年度の RAC・RYLA・

定期的にプロジェクト会議を開催し申請手続き

IA 等の事業へは必ずロータリアンも参加しクラ

を推進します。

ブ内での相互理解をさらに深めたいと思います。

１．プロジェクト推進
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