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奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために
●会 長
●幹 事
●会報委員長

＜会長の時間＞

第２６５５回例会 令和３年１２月３日
お祝い・年次総会

＜出席報告＞

先週は、例会がお休みでしたので前
回の例会から今日の例会までに、ロー
タリークラブに関係したことについ
てお話します。
11 月 20 日には、岐阜都ホテルにて
職業奉仕セミナーが開催されました
高山西ロータリークラブからは職業奉仕委員長の新井さんと私が
参加しました。内容については新井さんがお話しされますので参加
しての私の感想は、2630 地区においては職業奉仕が一番の目的で
RI とは少し温度差を感じました。
11 月 23 日は、西ロータリー杯ゴルフコンペがあり私も参加させ
ていただきました。結果は内田さんが優勝され私は最下位でした。
11 月 29 日は、挟土さん、田中晶さん、米澤さんと 3 人の方へ会
員増強に行きました。2 人の方は 12 月 10 日の例会に参加していた
だき例会を体験していただく事になりました。RI 会長が今年度の
目標にしているのが会員増強については、ひとりの会員が一人の入
会者を加入していただくことです。皆さんも何とかひとり一人の方
に声を掛けていただくようにお願いします。

＜幹事報告＞
◎高山市市民憲章推進協議会より
・青少年育成活動への貢献に
対する表彰について
◎ＲＩ日本事務局より
・12 月のロータリーレートについて
1 ドル 114 円（現行通り）
・リソースのご案内
「疾病予防と治療月間」
◎高山市スポーツ少年団より
・令和 3 年度 高山市スポーツ少年団大会ご臨席のお願い
日時
12 月 12 日（日）
11：00～
会場
飛騨高山ビッグアリーナ メインアリーナ
＜例会変更＞
高
山 … 12 月 23 日（木）は、忘年例会のため
18：30～ 角正 に 変更
12 月 30 日（木）は、定款により 休会
※12月例会より、
12時30分～13時30分の開催といたします。
但し、ビジターのご出席はご遠慮ください。
美濃加茂 … 12 月 17 日(金)は、親睦家族ｸﾘｽﾏｽ例会のため
18 日(土)18：00～ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂に変更
12 月 24 日(金) は、定款により 休会
12 月 31 日(金) は、定款により 休会
令和 4 年 1 月 7 日(金)は、新年例会のため
8 日(土)18：00～ ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂に変更
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鴻野 幸泰
向井 公規
田邊
淳

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

２９名

－

２９名

３４名

８５．２９％

＜本日のプログラム＞ お祝い
◎会員誕生日
向井 公規
12．21
新井 典仁
12． 1
（当日欠席）
榎坂 純一
12．17
◎配偶者誕生日（当
日ご自宅に花束をお届け）
挾土 貞吉
輝 子
さん
12．12
長瀬 達三
佳奈子
さん
12． 3
田邊
淳
智 子
さん
12． 4
◎結婚記念日（当日ご自宅にお菓子をお届け）
鴻野 幸泰
S61．12． 1
大村 貴之
H12．12．25
遠藤 隆浩
H23．12．30
◎出席表彰

大村 貴之 9年

塚本 直人 9年

堺 和信

7年

◎在籍周年記念表彰
遠藤 隆浩
20 年

◎３ヶ月表彰
・大村 貴之

・鴻野 幸泰

・堺 和信

ファイト！ 行 動 するロータリー

・塚本 直人

例会報告
年次総会

ドナルド・カーターは、
「職業を持って社会で生活している以上、
垣内 秀文

職業を通じて社会に貢献することが自分が存在する証になるので

2022～2023年度 役員・理事

あって、自分たちだけの利益にこだわって、社会的に何もしない

候補者についてご承認ありがとうご

団体に将来性も魅力もない」と言って当初ロータリー入会を拒否

会長エレクト

ざいます。この後の CLP 報告において

した人です。

改めてお話しさせていただきますが、

アーサー・F・シェルドンは、
「最もよく奉仕する者、最も多く

次年度以降の候補者選定について変更

報いられる」という標語の原型になる言葉を掲げられた方で、ビ

を計画しております。皆様のご協力を

ジネスは社会に尽くす手段でなければならないという信念ととも

心よりお願い申し上げます。

に生きられた方です。
次に村井總一郎パストガバナーの講演ですが、
「職業奉仕は日本
のロータリーの心」というタイトルで、１・職業奉仕の捉え方、
２・ロータリーの根幹としての職業奉仕、３・今の RI の動きと職
業奉仕、４・職業奉仕をどう考える、という４つのチャプターで
職業奉仕というものの様々な深いお話をして頂きました。
どれも大変勉強になる話ばかりでしたが、残念ながら、全てご
紹介することはお時間の都合上不可能ですので、ポイントとして
おっしゃっていた言葉をご紹介させて頂きます。
それは、奉仕の理念、奉仕の心は「他者への思いやり、そして
その実践である。思いやりは手を差し伸べて完結する」という言
葉です。
今回のセミナーに参加させて頂きまして、商売の永続的な繁栄
を望むのであればこそ、目先の利益にとらわれず奉仕の心を育む

会計中間報告 会計 米澤 久二
配布資料の通り、奉仕活動費におけ

べきなのかなと思わせて頂きました。職業人としてのみならず人
としても大変勉強になりました、有難うございました。

る支出は加入団体等の年度会費等、い
わゆるランニングコストのみとなって
おり、実質的な活動が行われていない
状況です。下期についてはコロナの状
況を鑑みつつ、活発な活動が行われることを期待しております。

会長エレクト
垣内 秀文
10 月 22 日、29 日の２週に
渡って CLP テーブルディス
カッションで頂いた意見を
CLP 委員会（前期、現、次

セミナーおよびＣＬＰ報告

期会長幹事）でまとめた事を
報告させていただきます

職業奉仕委員長

会長の再登板に関して、例会回数に関して、財団事業に関して

新井 典仁
皆さんこんにちは。

と、三つの議題があり、我がクラブの未来に向けて前向きに検討

職業奉仕委員長の新井典仁です。

させていただきました。

11 月 20 日、都ホテル岐阜長良川にて
職業奉仕研修セミナーに鴻野会長と参加させて頂きました。
研修セミナーのおおまかな内容としましては、浦田ガバナーの
講演と村井パストガバナーの講演を聞かせて頂きました。

まず初めに会長再登板に関しては、現在の状況からすると副幹
事をお受けすると会長までの五年間は一息つくことも出来ないコ
ースとなり、将来の該当者を見ますと年齢的にもまだ若く、言葉
は適当じゃないかもしれませんがロータリーに五年間束縛される

まず、浦田幸一ガバナーですが「人に優しい資本主義社会を目

事で職業の他、町内、他団体等の仕事に影響を及ぼす可能性があ

指すためにはロータリーの理念は重要」というタイトルでロータ

ると考えられます。そこで、パスト会長の話し合いでも有りまし

リーの理念の重要性についてお話してくださったのですが、私な

たように緊急事態の場合のみならず指名委員会ではパスト会長も

りにかいつまんで説明させていただきます。

候補者として指名可能とさせて頂きます。何かとご意見も有るか

昨今急拡大を続けている貧富の差、格差社会、それによって巻
き起こるかもしれないテロや紛争、戦争などをとても懸念されて

と思いますが、どうか我がクラブの将来の為と、ご理解ご協力い
ただきこの難局を乗り切っていきましょう。

おり、ロータリアンはポールハリス、ドナルド・カーターやアー

例会回数に関して現在も出席義務は有るものの、一年間はメイ

サー・F・シェルドンによって確立されたロータリー本来の基本理

クアップが可能ということで当面は例会回数を従来通りとし、時

念に立ち戻るべきだという事をお話ししてくださいました。

節柄もあわせてテストとしてオンラインでの例会等開催していく
ことも今後の検討材料としていきます。
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例会報告
最後のテーマ財団補助金事業に関してですが、ここ三年間は小

●井辺 一章さん

学高学年対象の能登の交流会、ハンドボール講習会、今年度は残

家内 和子があの世とやらへ旅立ち一年が経ちました。一人になり

念ながらコロナ禍でもあり一部開催と余儀なくされた障がい者フ

長～い一年でした。頑張ります。今後ともお願い致します。
●田近 毅さん、平 義孝さん､

ェスティバルと活発に事業を計画実行しております。

内田 幸洋さん、古橋 直彦さん､

つい先日地区より次期の財団事業についてアンケートがあり、

米澤 久二さん､田中 武さん､

クラブとしては検討中とさせて頂きました。我がクラブは一人当
たりの EREY が地区でもトップクラスと高く、次期も申請内容に

遠藤 隆浩さん､門前庄次郎さん､

よりますが 100 万円以上の事業を開催することができます。しか

田邊 淳さん､ 杉山 和宏さん､

しそれに対してはクラブとして 20％の拠出金を準備しなければな

松田 康弘さん､ 中島 一成さん､

りません。

堀 幸一郎さん

現状我がクラブの財政状況、会員の減少によるマンパワーの不

いよいよ師走に突入いたしまし

足等様々な壁があることは、会員皆様ご周知のとおりだと思いま

た。お坊様も走り回る忙しい月

す。一部の会員の負担が重荷になり心身ともに疲弊するケースも

だそうです。寒い日が続くよう

ありました。これを踏まえ今クラブとして何が必要で何をすべき

ですが、新型コロナの変異株にも負けず、予防をしっかりとして

かを中期的、長期的に計画していく必要があると思われます。

この月を乗り切りましょう。そしてクリスマス例会が楽しく出来

CLP では事業等の見直しでスリム化を図ってまいりましたが、

るよう待ち望みたいと思います。

継続している事業として義務教育 9 カ年表彰、最近では出前授業
等、青少年に対する事業が定着してきました。ブランディング戦
略として青少年に特化したクラブを前面に打ち出し、我がクラブ
の特徴を猛アピールすることで、会員増強もしやすくなるのでは
考えます。
財団事業については実行する場合 1 月 31 日までに申請しなけ
ればなりません。また実行委員会等を立ち上げ様々な準備が必要
となります。
「財団補助金があるからとりあえず何か行うのではな
く、この事業をぜひ行いたいから財団補助金を利用させていただ

30 年を超える期間に渡る義務教育 9 ヵ年表彰により、青
少年の健全育成に寄与したとして、高山市校長会の推薦を
受け、高山市民憲章推進協議会より、この度実践者表彰さ
れました。

く」この趣旨の元、今年度は財団事業を「こんな事業を行いた
い」と思いのある会員さんの中からコンペ形式で受け付けます。
会員皆が納得し理解し協力しあえる財団事業の提案を遅くとも 12
月末までを期限にお待ちしております。

＜ニコニコボックス＞
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん
本日は年次総会です。次期会長垣内さん、会計米澤さんよろしく
お願い致します。皆様におかれましてはご審議の程よろしくお願
い致します。また、本日のプログラムは CLP および職業奉仕セミ
ナー報告となります。再度垣内さん、新井さんよろしくお願い致
します。
・
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん
2022-2023年度 役員・理事の承認をよろしくお願いします。
●田近 毅さん
はぐるま会ゴルフコンペでイーグルが出ました。高山 cc ハンデキ
ャップ 1の 7番ホールでパー4の所 2回で入ってしまいました。
●内田 幸洋毅さん
11 月 23 日の西クラブ杯ゴルフにて、また優勝してしまいまし
た。皆さんの友情に感謝します。ちなみに HCは 53でした。
●下屋 勝比古さん
愛子様 20 歳の誕生日に孫が生まれ、おじいちゃんになりました。
既に可愛いです。
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