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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  

                               

 

   ロータリーに輝きを 

夏の終わり   蜘手 康介

＜会長の時間＞ 
戦後、日本はアメリカの占領政策によりアメリカナイズされたの

をきっかけに、すべての面で西洋化が進み、いわゆる“西洋かぶれ”

してしまいました。住宅においても、洋式文化の合理性と日本人の

洋式志向から、日本独特の木造建築の良さもとかく軽視されがちで

す。住宅界の権威である八野中忠次郎さんは『何から何までアメリ

カ流の合理主義、いわゆる無駄を省くやり方が幅を利かしている。

しかし一家団欒の場となる住まいは、科学だけで割り切れるもので

はなく、合理性ばかり追求して建てた家は、どうしても飽きがくる。

そして、ゆとりが感じられない住まいは、生活の場とは、いいがた

い』と述べていますが、では日本人にとって良い家とは、どんな条

件を備えた住まいをいうのでしょうか。 

それは、やはり良い材料を使い、腕のいい大工、職人らの真心が

隅々まで行き届いた木造住宅が一番に挙げられると思います。いい

大工は建築の腕前もさることながら、生き物である木を適材適所に

生かし、目に見えないところにも心を込めた施工をします。それが

長い年月を経ると、安普請で建てた家とは歴然とした違いが表れて

きます。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎ガバナーより 

・広島豪雨災害の義援金ご協力のお願い 

振込先 ：東濃信用金庫 本店営業部 ○普 1334949 

        国際ロータリー第2630地区 ガバナー事務所 

         会計 山下智久 （やました としひさ） 

       ＊ ９月２２日（月）までにお願い致します。 

◎ＲＩ会員表彰担当チームより 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新会員推薦者 レベルBlue認証ピン   

西村さん推薦者   垂井 政機 氏へ 

住田さん推薦者   堀川 和士 氏へ 

◎ロータリーの友事務所より 

・｢ﾛｰﾀﾘｰの友｣英語版発行のお知らせ 11月中旬発行1冊540円 

※ご注文の方は10／3（金）までに事務局まで 

◎高山市社会福祉協議会より 

・平成26年度第3回評議員会の開催について(ご案内) 

日時   9月22日(月)   午後2：00から 

  場所    高山市総合福祉センター3階作業室 

・赤い羽根共同募金の街頭募金について(お願い) 

日時    10月1日(水)   午前10：00から11：30 

 集合    総合福祉センター 

◎高山市市民活動部長より 

・「高山市平和サミット」の開催について(ご案内) 

日  時  ９月２０(土)   午後７：００から 

  場  所  高山市民文化会館小ホール 

◎国際ソロプチミスト高山より 

・新事務局のご案内(2014年9月～2015年8月) 

   〒506-0054   高山市上岡本町4-1-3   荒川 きみ子(会長)   

＜受贈誌＞ 

社団法人高山市文化協会(広報高山の文化) 

 

 

＜出席報告＞ 

 
 

＜本日のプログラム＞     お祝い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎会員誕生日 

     田中  武   ９・１７ 

     堺  和信   ９．１５ 

     中島 弘人   ９．  ８ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 35名 11名 46名 47名 97.87% 

本日 39名 － 39名 47名 82.98％ 
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ロータリーに輝きを 

 

◎夫人誕生日(当日、ご自宅に花束をお届け) 

     大村 貴之  真由美さん  ９．１８ 

     遠藤 隆浩  明日香さん  ９．２４ 

◎結婚記念日(当日、ご自宅にお菓子をお届け) 

     蜘手 康介   Ｈ１４．９．１ 

 

◎出席表彰 

堀川 和士 

         ８年 

 

◎在籍周年記念表彰 

      なし 

 

◎３ヶ月表彰 

・大村 貴之   ・堺   和信   ・住田 泰典  ・塚本 直人 

・平  義孝   ・堀川 和士     

 

 
＜本日のプログラム＞    
職業分類・選考委員会  
委員長  挾土 貞吉  本日は我が委員会の担当例会です。 

西クラブの歴史と職業分類、会員選考への思いを山本善一郎

さん、小森丈一さんと挾土、の委員会メンバー3人がスピーチし

ます。乞うご期待下さい。 

 

副委員長 山本  善一郎 

我が西クラブ 50 年の歴

史から、職業分類と会員選

考への思い。 

①高山西ＲＣ発足当時 

の職業分類と会員選考。 

 高山西ＲＣは、1966（昭

和 41 年）年、高山ＲＣ創

立10周年の事業として行われ、平田誠二さんを特別代表に高山

R C40 名、高山西ＲＣは24名の会員でスタートしました。 

 当時は、宮川を境に東西に分けて会員を選考すると定めまし

た。当時の右肩上がりの日本経済の中では、職業分類・会員選 

考・会員増強はあまり重視されませんでした。 

1995年を境に世界経済システムの変革が始まり、2008年のリ 

ーマンショックの頃から、世界的にロータリー会員の激減し、 

この10年会員増強策が強く打ち出されました。 

 ※参考 大学新卒者の初任給 

  1965年  24,100円 1975年  91,271円 1980年118,138円 

  1990年173,996円  2000年203,537円 

②25年前に中央クラブを作ったときの思い出。 

  1991年7月、創立25周年の記念事業として高山中央ＲＣ設 

立スポンサーをしました。（※この年、剱田豊市さんが分区代

理をされました｡） 

 高山に三つ目のクラブを設立すると、高山ＲＣ、高山西ＲＣ 

のメンバー構成がアンバランスになると心配しました。土曜の

休日化の流れの中、また、週初めに例会をすることが良いとの

考えから、例会日を月曜日としました。 

③分区代理をした頃の思い出。 

 1997 年下呂ＲＣの中川ガバナーの時、分区代理をしました。

当時 80 クラブの訪問をしており、クラブ訪問以外にも動くこ

とが多く、高山なら３クラブ合同で開催するなどクラブ訪問を

半分にと提案しました。 

 

小森 丈一 

両委員会とも クラブ

に優秀な会員を集める、会

員増強の為の大事な委員

会です。  

ロータリーの会員は 身

分、財産、学歴、人種、宗

教 体重 身長等全く関

係ありませんが、唯一つ 

1業種1人と言う職業分類には、厳正でなければなりませんでし

た（過去形です）。それは、ロータリーは親睦が基盤である事

によるものでした。ですから以前はその地域に置ける、企業の

代表者 選ばれた人と言う、自負が有りました。 

しかし会員の増加を図るには、職業分類の増加が、無くてはな

りません。そこで各職業が細分化され、従来、単 1 業種と見ら

れていたものも、沢山に分類され、会員増強を図って来ました。 

 しかし10年程前から、1業種1人の条件は無くなり、1業種5

人又は会員の10%までの入会が認められる様になりました。 

分類委員会では、寡って在籍した方の職業や、他のクラブに

有って、内のクラブに無い、職業の分類表を作成し、活動計画

書に掲載しています。どうか 充填未充填の職業分類表を見て、

会員増強に役立てて下さい。会員増強は、増強委員だけの仕事

ではなく 皆の仕事です。 

次に会員選考委員会ですが、皆様から推薦された、新入会員

候補者を個人的な面で審査する委員会です。審査は、（1）堅い

商売をしていて評判の良い人（2）きちんと出席の出来る性格と

健康の持ち主で、自分で自分の時間の裁量が出来る人（3）人間

的に社交性、寛容性、真面目さ、の有る人、となって居ますが、

この様な人はまず居ないので、これに近づく可能性のある方、

と言う事になるでしょうが、隠居的な人より、将来性のある、

若手の入会が望まれます。  

よく質か量かと言われますが、「朱に交われば赤くなる」の

格言の様に、まず入会して頂いて、先輩方の指導で より良き

会員となる様に、していく事が大切に思います。 

新会員の推薦者は紹介者ではありません。推薦者として、十

分責任の持てる候補者でない限り、絶対に推薦しない事が鉄則

です。義理や人情、利害で推薦者になるべきではありません。

会員増強にこだわり、会員選考が甘かったのか、推薦者の気配

りが足りなかったのか、解りませんが、ロータリーの良さを理

解されない内に、何人もの方が、退会されて行かれたのは甚だ

残念に思います。今後はその様な事の無い様、注意しなければ

なりません。推薦者はロータリー情報委員と共に、１年間は新

会員の身辺に絶えず気を配り、指導，オリエンテーションを担

当し、退会防止に努める事が大切です。 

折角入会したのですら、委員会活動に積極的に参加し実践し

て下さい。親しみが湧きます。きっとロータリーの良さ、楽し

さが解り、入会して良かったと、思える事でしょう。           
 

 

挾土 貞吉 

只今、我がクラブが

50 年を迎える節目の年

において二人の重鎮よ

り｢温故知新｣古きを訪

ねて新しきを知るべき

の、貴重なお話を聞くこ

とが出来ました。私は委

員長として以下の 3 つ

のことのみを話し残り時間を埋めます。 
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1. 会員選考の基本姿勢 

2. 会員増強にあたっての推薦者の心得 

3. 会員増強をして創立50周年式典を盛大に祝おう 

① 選考委員会としての基本姿勢 

小森さんが話されたことが基本であり繰り返しは申しません

が、人柄がよく品格のある人であるかを吟味して厳しく選考に3

人であたります。 

② 会員増強における心得 

自分が誘われたときの事を思い出しながら、心して声がけを

することが大事だと思います。会社での新卒採用面接と同じで、

相手の方がクラブや声掛けしてくれる人を見て決めているので

す。友達として誘うのか、職業人として立派な人だから我がク

ラブに誘うのかによって、その声がけの推薦者がおのずと変わ

るわけです。貴方が居るからとか、あの人達が居るなら入会し

たいと、思われる資質の高い魅力あるクラブであることが一番

大事なことだと思います。 

魅力あるクラブとは、良き人財の集まり、また若くて”世の

ため人のため役に立ちたい”と常に考えて働いているやる気の

ある経営者、メンバーのいるクラブであります。それは我がこ

の西クラブであります。私たちは今自信と誇りをもって会員の

推薦にあたろうではありませんか。 

理想は頼んで入会してもらうのでなく、入会させてやるのだ

と言える位のプライドを持つのが本来のロータリークラブだと

大先輩から言われたものです。 

しかし、会員増強をする際に理想だけ論じていては増強は出

来ません。人間誰しも欠点があり時には失敗することもありま

す。また仕事上のライバルであることもあります。その際、心

を大きく持ちあの人は駄目だと決め付けず、長所を認め伸ばし

友達になることもロータリアンとして、また人間として大切な

ことです。私はその立場で社会奉仕活動（保護司）をしていま

す。もし候補者に対して何人かの反対があっても理由いかんに

よっては本人と話し合い、その道のプロであるその方に尊敬や

信頼が持て、”世のため人のため役に立ちたい”という願望の

ある人だと感じたなら、選考委員長としてOKを出し理事会にか

けたいと思っています。またこの時代、女性の入会も歓迎すべ

きだと思います。 

会員増強は「量より質」とか「鶏が先か、卵が先か」ではな

く啐啄同時ではないでしょうか。犯罪者で無い限り入会させた

後、ロータリーの目的と、4つのテストに照らし、共に磨き、時

に教え育てていけばよいと思っています。  

③ 次年度は我がクラブ創立50年の大きな節目の年であります 

今年こそ西クラブ全メンバーが、会員増強に力を入れ、多く

の新会員を迎えて50周年を盛大に祝おうではありませんか。そ

れがクラブの魅力になると確信します。新会員と共に次年度の

50 周年という大きな節目の記念式典を体験することが大事なの

です。それにより途中退会しない良き会員を迎え入れることが

出来るのです。 

田中会長、門前幹事さん、今年はこの西クラブに輝きを持た

せるため、会員増強に力を入れ入会させ、次年度の50周年に華

を持たせ、式典を盛大にクラブ全員で祝おうではありませんか。  

終ります。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●濃飛グループガバナー補佐  兼松 政則 様 

本日はお世話になります。 

●田中 武さん、門前 庄次郎さん 

本日は濃飛グループガバナー補佐 兼松政則様にはお忙しい中 

ご来訪いただき有難うございました。例会終了後クラブアッセンブ

リーを予定しております。ご指導を宜しくお願いいたします。 

●小森 丈一さん 

①兼松ガバナー補佐のご来訪を歓迎します。来月のＩＭの盛会 

をお祈りいたします。 

②ロータリーの友に俳句が掲載されましたので。 

●職業分類・選考委員長 挾土 貞吉さん 

今日は兼松政則濃飛グループガバナー補佐ご来訪の良き日に我

が委員会の担当例会です。西クラブの歴史と会員選考への思い

を山本善一郎さんと小森丈一さん、そして私挾土の、委員会メ

ンバー３人がスピーチをします。今はおとなしくて優しいメン

バー３人ですが、ロータリーを知り、会員選考の関所をくぐる

のはかなり厳しいことが判る話が聞けると思います。斯うご期

待下さい。 

●新井 典仁さん 

昨日ソフトミニパレーの練習に参加させて頂きました。来週し 

江名子小体育館で19:30から大会最後の練習がありますので、 

少しでも上達して、大会では何とか一矢を報いたいと思います。 

●山下 明さん 

先日、妻の誕生日に花束を贈って頂きありがとうございました。 

●蜘手 康介さん 

結婚記念日のお祝いありがとうございました。 

●住田 泰典さん 

白川郷のどぶろく祭りが10月14日15日に行われます。毎年忙 

しくて行けませんが今年は私も参拝する予定です。このツアー 

の売れ行きも好調で、社員旅行でお使い頂く例が増えています。 

ありがたいことです。感謝する毎日です。 

●鴻野 幸泰さん 

来週の例会は9月13日（土）12時点鐘です。場所はポッポ公園 

横の社会福祉センター３Ｆですのでよろしくお願いします。8 

 

例会終了後、兼松政則濃飛分区ガバナー補佐ご臨席にてクラ

ブアッセンブリーを行いました。各委員長による活動状況報告

に対し、様々な角度からのご指導を頂きました。 

兼松ガバナー補佐、ありがとうございました。 
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