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例会報告
●例会日
●例会場

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために

毎週金曜日 １２：３０～１３：３０
●会 長
高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事
大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ
●会報委員長

＜会長の時間＞

鴻野 幸泰
向井 公規
田邊
淳

第２６６８回例会 令和４年６月３日
お祝い､ＡＧ訪問、オンラインテスト

＜本日のプログラム＞ 今月のお祝い

本日は、職人について少しお話をしてみたいと思います。
先日の 5 月 29 日は日曜日で午後からテレビを見ていましたら競
馬中継があり日本ダービーが行われていました。その日本ダービー
で優勝した騎手は、武豊 53 才でした。この武騎手の騎乗した馬の
手綱さばきは職人芸だと思いました。
現在では職人業、職人魂、職人芸など色々と職人について話題を
マスコミが提供してくれますが、そもそも職人が誕生したのは平安
時代末期ころだと思われ、技術・道具を持ち、原料は注文主から支
給され、それを加工生産して手間賃を得ていたそうです。職人の業
態には大工、左官などの出職と指物師、縫物屋などの居職がありま
したが、賃仕事は、出職、代金仕事は居職に多かったと思われ、労
働時間は一日平均 14 時間が普通だったそうです。そのうちに、職
人の技術に対する自負と責任感という職業意識が職人気質(かたぎ)
となっていきました。現在では、職人を取り巻く情況は厳しいです
が企業者としての主体性の確保に進む者もいるようです。
私のロータリー会長の任期もあとわずかですが自分では何とか
職人魂で頑張って来たつもですが良い悪いは皆さんが判断される
ことでしょう。

＜幹事報告＞
◎ＲＩ日本事務局より
・6 月のロータリーレートについて1 ドル127 円（5 月 130 円）
◎地区大会実行委員長より
・2021-22 地区大会 分担金および登録料についてのご案内
大会登録料（会員） 7,000 円返金
◎次期濃飛グループガバナー補佐 奥村 幸夫 様より
・第 1 回ガバナー補佐訪問について 7 月 29 日（金）
例会前に 30 程度会長幹事懇談会実施
◎高山岊城ライオンズクラブより
・50 周年記念式典および祝賀会ご臨席のお礼
◎東京紀尾井町ロータリークラブより
・メークアップのお礼
◎高山市市民憲章推進協議会より
・高山市市民憲章推進協議会総会資料
＜例会変更＞
可 児 … 6 月 23 日（木）は、最終親睦例会に変更のため、
18：30～ おりべ亭 に 変更
＜受贈誌＞
下呂ＲＣ（会報）
、(社)高山市文化協会（広報高山の文化
No237）

＜出席報告＞
出席
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◎会員誕生日
なし
◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
下屋 勝比古
ひとみ さん
6．20
新井 典仁
由 美 さん
6． 1
◎結婚記念日（当日、ご自宅へお菓子をお届け）
塚本 直人
Ｈ13．6．29
◎在籍周年記念表彰
なし
◎出席表彰

斎藤 章
◎３ヶ月表彰
・内田 幸洋
・挾土 貞吉

31 年
・斎藤 章
・平 義孝

1年

堀 幸一郎
・阪下 六代
・堀 幸一郎

・中島 一成
・門前庄次郎

ガバナー補佐訪問
国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐
住 宏夫 様
今日は、最後のお礼ということ
で、ご挨拶に伺いました。本来で
したら一年間色々と活動をして、
ようやく終わった、というご挨拶
のはずですが、私はガバナー補佐
を引き受けて、張り切ってＩＭをやらなきゃいけないと思ってい
ました所、最初の一回目の各クラブへの訪問は何とか出来ました
が、後は二回目の訪問も、さらにはガバナー公式訪問も中止。イ
ンターシティミーティングも中止、地区大会も中止ということ
で、中止だらけで一年間ガバナー補佐としての活動が殆どできず
に終わってしまいました。
ロータリーはあくまでそれぞれのクラブが主体ですので、高山
西ロータリークラブさんでも工夫されて活動されたかと思いま
す。しかし、高山クラブもそうなんですが、昨今は幹事をやると
数年もしない内に会長をやらなきゃいけないと言うような会員構
成になってきています。私自身は幹事やってから会長になるまで
10 年かかったんです。幹事の後 3 年後には会長がセットとなる
と、会長になる方が辞めていってしまう状況となれば、やはり運
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例会報告
営の仕方を考えていかなければならないかと思います。可児クラ
ブでは二回目の会長をやられて、この次の次？かも二回目をやら
れる、という事です。今後高山西クラブさんでも、二回目の会長
というやり方について、コロナ禍でお休みされた期間があった
方々については特に検討されても良いのかな、とも思います。
ＲＩ会長のシェカール・メータさんは会員を倍増させると、会
員増強に力を入れるとおっしゃられていましたが、高山西ロータ
リークラブさんでは増強を達成できなかったと伺いました。濃飛
グループでいまだ女性会員がいないのが、高山と下呂の二つの古
くからのクラブですが、これからは女性の経営者の方もどんどん
増えて来られる時代になりますし、私の所属する高山ロータリー
クラブでも、今後女性会員の入会を検討しなければならなくなる
のでは、と考えております。また一方で若年層についても会員増
強の対象として挙げられますが、こちらについては人とのつなが
り方が多様化し、ロータリーのような組織に入る事を敬遠する若
年層が増えて来ていていることは自分の子供世代を見ても感じま
すし、難しい部分もあるのかとは思いますが、引き続き会員増強
をよろしくお願いしたいと思います。
皆さんそれぞれにコロナウイルス感染症の対応に苦慮された一
年であったかと思いますが、やっぱりロータリークラブの根本っ
ていうのは親睦にあるんだなということをつくづく考えさせられ
た一年でございました。いろんな懇親会等もなくなり、食事も黙
って食べなければということで、コミュニケーションがなかなか
取りづらく、ＩＭも出来なかった事は本当に残念でしたが、今後
また機会を見て皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思っていま
す。本当に一年間ありがとうございました。

オンラインテスト例会
会長エレクト 垣内 秀文
近年コロナ禍により、感染者数の増
加に伴い例会の取り消しが多々ありま
した。リアル例会開催のリスクを考え
ると最善の決断だったと思われます。
そこでハイブリット開催を準備しておけば、最悪リアル例会が取
り消しになっても例会自体が中止になることを避けられます。
事実ロータリーの例会は当会場に出向き顔をあわせてのリアル
例会に100％出席することが基本中の基本であることは皆さんも十
分に認識している事と思いますし、今後も続けていかなければな
りません。
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しかしシステムを構築
しておけば、出席方法
を状況に応じてリアル
なのか、オンラインな
のかを選ぶことがで
き、今まで距離的や時
間的な問題で出席不可
能だった例会も、どこ
からもアクセスでき出
席者のハードルを下げ
ることができます。
地区でもセミナーを
オンラインで実施しているケースも多々あります、標準ロータリ
ー定款第７条（会合）でもオンライン例会は認められております。
色々なご意見があるとは思いますが、運営していく上でご意見を
承り、次年度より進めて参ります、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

＜ニコニコボックス＞
●濃飛グループガバナー補佐 住 宏夫 様
一年間ありがとうございました。
●鴻野 幸泰さん、向井 公規さん
・本日は国際ロータリー第 2630地区濃飛グループガバナー補佐
住 宏夫様にお越し頂きました。どうぞ宜しくお願い致します。
・また本日はオンラインテスト例会です。初めての試みでスムー
スにいかない部分もあるかもしれませんが、会長エレクト垣内
さん、後ほど宜しくお願い致します。
●伊藤 松寿さん､挾土 貞吉さん、内田 幸洋さん､米澤 久二さん
国際ロータリー第 2630地区濃飛グループガバナー補佐、高山 RC
住 宏夫さんのご来会を心より歓迎いたします。スピーチ宜しくお
願いします。
●古橋 直彦さん
住宏夫ＡＧのご来訪を歓迎します。先日は一日お付き合いいただ
きありがとうございました。
●平 義孝さん､阪下 六代さん､井辺 一章さん､田中 武さん､
門前 庄次郎さん､杉山 和宏さん､松田 康弘さん､堀 幸一郎さん
さぁ、6 月に入りました。鴻野・向井丸の例会も、今回を含めて
あと 3回です。幸い、新型コロナウイルス禍による休会などはな
く迎えられそうです。残された例会を慈しみ、大切に過ごしてい
きたいものです。
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